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“会いたい想い”や“会う喜び”を応援！ 

【新幹線切符付き！】“会いたいをのせて”  

新幹線に乗って会いに行こうプランを販売！ 
「東京ステーションホテル」「メズム東京、オートグラフ コレクション」「メトロポリタンホテルズ（対象 11 ホテル）」 

販売期間：2021 年 12 月 1 日（水）～ 12 月 24 日（金）16:00 まで 

［宿泊期間］2022 年 1 月 7 日（金）～3 月 28 日（月）／［新幹線切符利用期間］宿泊日～2022 年 3 月 31 日（木） 
 

JR 東日本ホテルズ（幹事会社：日本ホテル株式会社／豊島区西池袋 1-6-1 代表取締役社長 里見雅行）は、ようやく感染の落ち着き

が見えてきた今、これまで叶わなかった“会いたい想い”や“会う喜び”を応援するプランとして、JR 東日本管内の新幹線切符付きの宿

泊プラン「新幹線に乗って会いに行こうプラン」を販売いたします。 
 

※「新幹線に乗って会いに行こうプラン」は、ホテルのご宿泊と往復の新幹線普通車指定席がセットになった宿泊プランです。新幹

線の乗車区間は、東北新幹線（東京⇔仙台／東京⇔盛岡）、山形新幹線（東京⇔山形）、秋田新幹線（東京⇔秋田）、

北陸新幹線（東京⇔長野）の 5 路線を設定しており、各宿泊地発着の切符となります。 
 

「明日、会える」「来週、会える」の想いを馳せながら、ご出発までの"心が躍るひととき"をホテルでごゆっくりお過ごしいただけます。「東

京ステーションホテル」「メズム東京、オートグラフ コレクション」「メトロポリタンホテルズ（対象 12 ホテル／池袋・エドモント・丸の内・川

崎・鎌倉・さいたま新都心・長野・仙台・盛岡・盛岡 NEW WING・山形・秋田）」の計 14 ホテルで販売をいたします。 

 

 

   

 

  

 

 

 

 

     

  

 

  

  

   

 

 

【新幹線切符付き！】“会いたいをのせて” 新幹線にのって会いに行こうプラン 概要 
 
■対象ホテル： 〇東京ステーションホテル 

 〇メズム東京、オートグラフ コレクション 

 〇メトロポリタンホテルズ（対象 12 ホテル） 

 ［池袋・エドモント・丸の内・川崎・鎌倉・さいたま新都心・長野・仙台・盛岡・盛岡 NEW WING・山形・秋田］ 

■Web サイト： https://www.jre-hotels.jp/special/shinkansen-ticket/aitai.html 

 

 

 
■本ニュースリリースに関するお問い合わせ先 

日本ホテル株式会社 広報・ブランド戦略部 ℡ 03-6912-6741 e-mail:pr@nihonhotel.com 

〒171-8505 東京都豊島区西池袋一丁目 6 番 1 号 



  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■共通特典：新幹線の普通車指定席に乗車出来る「新幹線往復切符付き」 

■各ホテル料金： 1 泊朝食付き／1 室料金（※往復新幹線切符代、税金・サービス料込） 

 

 

ホテル ご利用人数 仙台 長野 盛岡 山形 秋田 

東京ステーションホテル 
1 室 1 名様 

1 室 2 名様 

57,500 円～ 

84,600 円～ 

53,200 円～ 

76,000 円～ 

62,600 円～ 

94,700 円～ 

57,700 円～ 

85,000 円～ 

66,900 円～ 

103,400 円～ 

Web サイト https://www.tokyostationhotel.jp/stay/plans/details/aitai_tran 

ご予約・お問い合わせ（読者） TEL：03-5220-1111（代表） 

ホテル ご利用人数 仙台 長野 盛岡 山形 秋田 

メズム東京、オートグラフ 

コレクション 

1 室 1 名様 

1 室 2 名様 

65,800 円～ 

86,000 円～ 

61,400 円～ 

77,400 円～ 

70,800 円～ 

96,100 円～ 

65,900 円～ 

86,400 円～ 

73,900 円～ 

99,700 円～ 

Web サイト https://www.mesm.jp/news/mesm.shinkansen.html 

ご予約・お問い合わせ（読者） TEL：03-5777-1111（代表） 

ホテル ご利用人数 仙台 長野 盛岡 山形 秋田 

ホテルメトロポリタン（池袋） 
1 室 1 名様 

1 室 2 名様 

25,000 円～ 

46,000 円～ 

20,000 円～ 

36,000 円～ 

30,000 円～ 

56,000 円～ 

25,000 円～ 

46,000 円～ 

33,000 円～ 

62,000 円～ 

Web サイト https://ikebukuro.metropolitan.jp/stay/plan/with_bullettrain_ticket.html 

ご予約・お問い合わせ（読者） TEL：03-3980-1111（代表） 

 

「新幹線切符」について 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「新幹線切符」イメージ ※プラン内容で区間は異なります 
 

・ 新幹線切符のお渡しはご宿泊者様の当日チェックインお手続き完了の際、フロントにてお渡しとなります。 

 ※事前ご決済済み、ご宿泊代ご入金済み等であっても新幹線切符の事前郵送はいたしかねます。 

・ 新幹線の指定席交付等のお手続きは、お客様ご自身にて JR 東日本のみどりの窓口および指定席券売機等でおこなってください。 

・ 新幹線切符の払い戻しはできかねます。 

・ 有効期間内（2022 年 3 月 31 日まで有効）にご利用ください。 

・ 新幹線切符の紛失又は滅失・破損に対して当ホテルはその責任を負いかねます。 

・ 新幹線切符の再発行はいたしかねます。 

・ 新幹線切符の券面区間以外の移動費用は含まれておりません。 

 

https://www.mesm.jp/news/mesm.shinkansen.html


 

 

 

 

 

 

 

ホテル ご利用人数 仙台 長野 盛岡 山形 秋田 

ホテルメトロポリタン エドモント 
1 室 1 名様 

1 室 2 名様 

25,000 円～ 

46,000 円～ 

20,000 円～ 

36,000 円～ 

30,000 円～ 

56,000 円～ 

25,000 円～ 

46,000 円～ 

33,000 円～ 

62,000 円～ 

Web サイト https://edmont.metropolitan.jp/stay/plan/shinkansen.html 

ご予約・お問い合わせ（読者） TEL：03-3237-1111（代表） 

ホテル ご利用人数 仙台 長野 盛岡 山形 秋田 

ホテルメトロポリタン 丸の内 
1 室 1 名様 

1 室 2 名様 

29,000 円～ 

49,000 円～ 

25,000 円～ 

40,000 円～ 

34,000 円～ 

59,000 円～ 

29,000 円～ 

49,000 円～ 

38,000 円～ 

68,000 円～ 

Web サイト https://marunouchi.metropolitan.jp/stay/plan/aitaiwo_nosete-train.html 

ご予約・お問い合わせ（読者） TEL：03-3211-2233（代表） 

ホテル ご利用人数 仙台 長野 盛岡 山形 秋田 

ホテルメトロポリタン 川崎 
1 室 1 名様 

1 室 2 名様 

25,000 円～ 

48,000 円～ 

21,000 円～ 

39,000 円～ 

29,000 円～ 

57,000 円～ 

25,000 円～ 

48,000 円～ 

33,000 円～ 

65,000 円～ 

Web サイト https://kawasaki.metropolitan.jp/stay/plan/ with_bullettrain_ticket.html 

ご予約・お問い合わせ（読者） TEL：044-533-1111（代表） 

ホテル ご利用人数 仙台 長野 盛岡 山形 秋田 

ホテルメトロポリタン 鎌倉 
1 室 1 名様 

1 室 2 名様 

37,000 円～ 

55,000 円～ 

33,000 円～ 

46,000 円～ 

42,000 円～ 

65,000 円～ 

37,000 円～ 

55,000 円～ 

46,000 円～ 

74,000 円～ 

Web サイト https://kamakura.metropolitan.jp/stay/plan/aitai2.html 

ご予約・お問い合わせ（読者） TEL：0467-60-1111（代表） 

ホテル ご利用人数 仙台 長野 盛岡 山形 秋田 

ホテルメトロポリタン  

さいたま新都心 

1 室 1 名様 

1 室 2 名様 

24,000 円～ 

46,000 円～ 

19,000 円～ 

36,000 円～ 

29,000 円～ 

56,000 円～ 

24,000 円～ 

46,000 円～ 

32,000 円～ 

62,000 円～ 

Web サイト https://saitama-shintoshin.metropolitan.jp/stay/plan/shinkansen_.html 

ご予約・お問い合わせ（読者） TEL：048-851-1111（代表） 

ホテル ご利用人数 東京 

ホテルメトロポリタン 長野 
1 室 1 名様 

1 室 2 名様 

19,640 円～ 

37,680 円～ 

Web サイト https://nagano.metropolitan.jp/stay/plan/shinkansen-tickets_nagano-plan.html 

ご予約・お問い合わせ（読者） TEL：026-291-7000（代表） 

ホテル ご利用人数 東京 

ホテルメトロポリタン 仙台 
1 室 1 名様 

1 室 2 名様 

25,960 円～ 

49,920 円～ 

Web サイト 
https://secure.reservation.jp/jrhotel-m/stay_pc/rsv/htl_redirect.aspx?hi_id=6&lang=ja-

JP&p_id=434&page=plan 

ご予約・お問い合わせ（読者） TEL：022-268-2525（代表） 

ホテル ご利用人数 東京 

ホテルメトロポリタン 山形 
1 室 1 名様 

1 室 2 名様 

25,500 円～ 

50,000 円～ 

Web サイト https://secure.reservation.jp/jrhotel-m/stay_pc/rsv/det_plan.aspx?smp_id=286&hi_id=10&lang=ja-JP 

ご予約・お問い合わせ（読者） TEL：023-628-1111（代表） 

ホテル ご利用人数 東京 

ホテルメトロポリタン 盛岡 
1 室 1 名様 

1 室 2 名様 

28,000 円～ 

55,000 円～ 

Web サイト https://morioka.metropolitan.jp/stay/plan/main_aitaiwonosete.html 

ご予約・お問い合わせ（読者） TEL：019-625-1211（代表） 

https://marunouchi.metropolitan.jp/stay/plan/aitaiwo_nosete-train.html
https://nagano.metropolitan.jp/stay/plan/shinkansen-tickets_nagano-plan.html
https://secure.reservation.jp/jrhotel-m/stay_pc/rsv/htl_redirect.aspx?hi_id=6&lang=ja-JP&p_id=434&page=plan
https://secure.reservation.jp/jrhotel-m/stay_pc/rsv/htl_redirect.aspx?hi_id=6&lang=ja-JP&p_id=434&page=plan
https://secure.reservation.jp/jrhotel-m/stay_pc/rsv/det_plan.aspx?smp_id=286&hi_id=10&lang=ja-JP
https://morioka.metropolitan.jp/stay/plan/main_aitaiwonosete.html


 

 

 

 

 

JR 東日本ホテルズ 安心・安全の取り組みについて 
 

JR 東日本ホテルズでは、お客さまにより安心してホテルでお過ごしいただけるように、消毒及び飛沫防止対策などを強化しておりま

す。お客さまに安全でまごころを込めたおもてなしと快適な空間を提供できるよう、みなさまのご利用を従業員一同お待ちしております。 

 

  

  

    

 

 

 

 

 

１．消毒及び飛沫防止対策 

□ホテル館内の換気を強化し、パブリックスペース（廊下、ロビー、エレベーターなど）、接触の多い場所について消毒を定期的に行っております。 

□筆記用具、カードキーなどの備品類について都度消毒を行っております。 

□パブリックスペースにおいて、エレベーター内の定員設定などソーシャルディスタンスの確保を行っております。 

□レストランでは、席の間隔を十分に確保するために席数を減らしております。 

□飛沫防止のためにスタッフはマスクの着用のほか、フロントカウンターに飛沫防止パネルの設置など行います。 

□現金、クレジットカード、パスポートの受け渡しの際はキャッシュトレーを使用しております。 

 

２．従業員の衛生管理について 

□従業員は、手洗い、うがい、マスクの着用、手指の消毒、検温などを行い、健康状態を管理しております。 

※詳細につきましては、各ホテルのホームページをご確認ください。 

 

３．お客さまへのお願い 

お客さまにおかれましては、館内に設置しておりますアルコール消毒液をご利用いただき、発熱など体調がすぐれない場合は、速やかに従業員にお

申し出ください。 

  

 

ホテル ご利用人数 東京 

ホテルメトロポリタン 盛岡 

NEW WING 

1 室 1 名様 

1 室 2 名様 

28,500 円～ 

56,000 円～ 

Web サイト https://morioka.metropolitan.jp/stay/plan/wing_aitaiwonosete.html 

ご予約・お問い合わせ（読者） TEL：019-625-1211（代表） 

ホテル ご利用人数 東京 

ホテルメトロポリタン 秋田 
1 室 1 名様 

1 室 2 名様 

32,340 円～ 

62,680 円～ 

Web サイト 
https://secure.reservation.jp/jrhotel-

m/stay_pc/rsv/det_plan.aspx?smp_id=183&hi_id=9&lang=ja-JP 

ご予約・お問い合わせ（読者） TEL：018-831-2222（代表） 

https://morioka.metropolitan.jp/stay/plan/wing_aitaiwonosete.html
https://secure.reservation.jp/jrhotel-m/stay_pc/rsv/det_plan.aspx?smp_id=183&hi_id=9&lang=ja-JP
https://secure.reservation.jp/jrhotel-m/stay_pc/rsv/det_plan.aspx?smp_id=183&hi_id=9&lang=ja-JP

