報道関係者各位

2022 年 3 月 23 日

大切な人と過ごすひとときに

「至福のホテル時間～ご褒美ステイ～」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 8 ホテル）」
2022 年 4 月 1 日（金）～ 9 月 30 日（金）
首都圏を中心にホテルを展開する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、4 月 1 日（金）
より、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 8 ホテル［池袋・エドモント(飯田橋)・
丸の内・川崎・鎌倉・さいたま新都心・高崎・長野］の 10 ホテルにて、大切な人と過ごすひとときに最適な「至福のホテル時間～ご褒美
ステイ～」宿泊プランを販売開始いたします。
ご家族やパートナー、ご友人と非日常の贅沢でゆったりとした時間をお過ごしいただける宿泊プラン。ディナーコースや客室にてお楽しみいただける
シャンパン、朝食をセットにしました。コロナ禍で疲れた心と体を解きほぐすご褒美利用の他、記念日やお祝いでのご利用にもおすすめです。

「至福のホテル時間～ご褒美ステイ～」プラン概要
■プラン期間： 2022 年 4 月 1 日（金）～ 9 月 30 日（金）
■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 8 ホテル）
・ホテルメトロポリタン（池袋）
・ホテルメトロポリタン エドモント
・ホテルメトロポリタン 丸の内
・ホテルメトロポリタン 川崎
・ホテルメトロポリタン 鎌倉
・ホテルメトロポリタン さいたま新都心
・ホテルメトロポリタン 高崎
・ホテルメトロポリタン 長野

■内容・料金： ホテルにより異なります。（詳細次ページ以降）
■Web サイト：https://www.jre-hotels.jp/special/shifuku/gohoubi.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 マーケティング部 ℡ 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

プラン概要

東京ステーションホテル

特製ケーキと華やかなお花でお祝い フレンチディナー付き
レストラン〈ブラン ルージュ〉のフランス料理のフルコースディナー、お祝いのケーキ、そしてお花が
ついた宿泊プランです。お誕生日や記念日はもちろん、プロポーズでのご利用にも最適です。
お花はご要望に応じて内容の変更を承ります（内容により追加料金を頂戴いたします）。
翌朝は開放的な空間「アトリウム」にて人気の朝食ブッフェをお楽しみいただけます。
■期間： 2022 年 4 月 1 日（金）～9 月 30 日（金）
■内容：・レストラン〈ブラン ルージュ〉フランス料理のフルコースディナー
アニバーサリーケーキ、グラスシャンパーニュ付き
・ゲストラウンジ〈アトリウム〉の朝食ブッフェ
■特典：・ご夕食時にお花をご用意（花束 または アレンジメント）

■料金：1 泊夕朝食付き／1 室料金
ご利用人数
1 室 2 名様

お祝いのケーキ イメージ

※税金・サービス料込

料金
102,540 円～

◎ご予約・お問合せ（読者）TEL：03-5220-1111（代表）
Web サイト：https://www.tokyostationhotel.jp/stay/plans/details/anniversary-br/

メズム東京、オートグラフ コレクション
【ご褒美・記念日に】1 泊 2 食付きプラン~フレンチディナー＆人気の朝食~
遊び心と“ワクワク”がぎゅっと詰まったメズム東京をより満喫できる 1 泊 2 食付き宿泊プランを
ご用意しました。メズム東京自慢のビストロノミースタイルのフレンチを、オープンキッチンのライ
ブ感とともに楽しむレストラン「シェフズ・シアター」。シェフの劇場という名の通り、総料理長・
隈元香己の技が光る、ストーリーとともに紡がれる美食体験を五感すべてでお楽しみいただ
けます。ディナーは煌めく夜景に包まれた空間でロマンチックに、朝はふわふわのオムレツや
4 日間かけてつくるコンソメスープといった素材にこだわったメズム・ブレックファストでエネルギー
チャージを。プラン特典として、チョコレートとスパークリングワインのウェルカムアメニティをご用意
いたします。誕生日や記念日、おひとり様でのご褒美ステイにもおすすめです。特別なひとと
きを、都内にいながらリゾート気分に浸れるウォーターフロントのホテルで過ごしてみませんか。
■期間： 2022 年 4 月 1 日（金）～9 月 30 日（金）
■内容：・フレンチのディナーコース
・メズム・ブレックファスト
■特典：・チョコレート、スパークリングワイン（ノンアルコールのご用意もございます）
■料金：1 泊夕朝食付き／1 室料金
ご利用人数

※税金・サービス料込

チャプター1（40 ㎡）イメージ

料金

1 室 1 名様

72,611 円～

1 室 2 名様

88,298 円～

※添い寝のお子様は無料です。（対象：12 歳以下/ベッド 1 台につき 1 名様のみ）
◎ご予約・お問合せ（読者）TEL：03-5777-1111（代表）
Web サイト： https://www.mesm.jp/news/stayplan/1night2meals.html
メズム・ブレックファスト イメージ

ホテルメトロポリタン（池袋）
【ご褒美や記念日にも♪】最上階キュイジーヌ エストの伊仏料理
ディナーコース＆シャンパン付きプラン
最上階 キュイジーヌ「エスト」のディナーコース＆シャンパンをお楽しみいただけるディナー付きの
宿泊プラン。ディナーは前菜・パスタ・メイン・デザート等をご用意し、乾杯用のグラスシャンパン
の特典もございます。
本格イタリア料理にフレンチの技巧を散りばめた洗練された料理を、最上階 25 階からの夜景
とともに、お楽しみいただけます。記念日やご褒美ステイに最適なプランです。
■ご夕食 キュイジーヌ「エスト」
シャンパンと共にアミューズ、前菜、パスタ、魚料理、グラニテ、肉料理、ドルチェ、コーヒーまた
は紅茶のフルコースディナー
地上 100m からの夜景と本格料理をお楽しみください。

■ご朝食
洋食コーナーでは専属シェフが腕をふるい、お好みのオムレツを作ります。
和食コーナーではオリジナルブレンドの味噌汁、
薬味を揃えたお粥や焼き魚、煮物など和食派の皆様にもご満足いただける品揃えです。
■特典：ビデオオンデマンド利用無料
■期間：2022 年 4 月 1 日（金）～9 月 30 日（金）
■料金：1 泊夕朝食付き／1 室料金
ご利用人数［客室タイプ］
1 室 2 名様（エグゼクティブデラックスキングまたは
エグゼクティブクイーン）

※税金・サービス料込

料金
48,165 円～

＊予約時にご希望のご来店時間（5:30p.m.～7:00p.m.）をお選びください。
＊本プランは 3 日前まで承ります。
＊今般の状況を鑑み、期間や営業時間を変更する場合がございます。
◎ご予約・お問合せ（読者）TEL：03-3980-1111（代表）
Web サイト：https://ikebukuro.metropolitan.jp/stay/plan/est_dinner.html

ホテルメトロポリタン エドモント

東京の真ん中で美食を堪能、1 泊 2 食付きご褒美ステイ
“食のエドモント”自慢の料理をご堪能いただける夕食・朝食付きの宿泊プランをご用意しま
した。夕食は、しっとりとゆかしい和の趣きの日本料理「平川」にて、四季折々の素材を盛り
込んだ本格会席とスパークリングワインなどの乾杯ドリンク付き。朝食は一面の窓から陽光の
降り注ぐ開放的な空間で和洋のブレックファストブッフェをお召し上がりいただけます。
客室は居住性を追求して昨年改装したばかりの「エドモントスーペリア」、または最大 5 名
様までお泊りいただける「イーストウィングファミリー」からお選びいただけます。
ホテル周辺の「神楽坂」「飯田橋」「九段下」「水道橋」エリアには、お出かけしたくなるスポッ
トもいっぱい。この機会に東京の魅力を再発見する旅の過ごし方もおすすめです。
■期間： 2022 年 4 月 1 日（金）～9 月 30 日（金）
■夕食： 日本料理「平川」にて会席コース（乾杯ドリンク付き）
■朝食： ダイニング・カフェ「ベルテンポ」にて和洋のブレックファストブッフェ

■料金：1 泊夕朝食付き／1 室料金
ご利用人数［客室タイプ］
1 室 2 名様［エドモントスーペリア］
1 室 2 名様［イーストウィングファミリー］
1 室 3 名様［イーストウィングファミリー］
1 室 4 名様［イーストウィングファミリー］
1 室 5 名様［イーストウィングファミリー］

※税金・サービス料込

料金
34,700 円～
37,700 円～
53,100 円～
68,500 円～
83,900 円～

◎ご予約・お問合せ（読者）TEL：03-3237-1111（代表）
Web サイト：https://edmont.metropolitan.jp /stay/plan/gohoubi.html

ホテルメトロポリタン 丸の内
東京駅上空で至福のステイ
「乾杯ドリンク付き“シェフのおすすめディナーコース”＆ビューバスルーム確約プラン
(朝食付)」
27 階のフレンチレストラン 「Dining & Bar TENQOO」での乾杯ドリンクが付いた、シェフ
のおすすめディナーコースに、朝食が付いた２食付きのプラン。季節の食材を匠の技で仕上
げた料理の数々は、旅の思い出のワンシーンを彩ります。
JR 東京駅 日本橋口直結・八重洲北口改札から徒歩 2 分という立地は、旅行の拠点と
して最適です。徒歩圏内である日本橋、丸の内、日比谷、銀座のほか、主要な観光スポッ
トへのアクセスも大変便利です。エレベーターから降り立ちロビーに一歩踏み入れると、そこは
都会の喧騒からかけ離れた華やぎとやすらぎが息づく空間が広がり、モダンで温かみのある
客室は、くつろぎのひとときを演出します。
■料金： 1 泊夕朝食付き／1 室料金

※税金・サービス料込

ご利用人数［客室タイプ］
1 室 1 名様［ステーションサイドクイーン］

料金
39,800 円

1 室 2 名様［コーナーキング］
1 室 2 名様［エグゼクティブコーナーツイン］

60,600 円
63,500 円

■客室のご案内
大きな窓から望む東京の景色を楽しめる客室や、角部屋の開放的な眺望を満喫できる客
室など、客室内での滞在を考えたゆとりある広さの客室をご用意しました。
■ご夕食（お食事のお時間は 17:00～／17:30～／18:00～よりお選びください。）
国内外より取り寄せた上質な食材をはじめ、季節感を活かした調理法や味噌や山葵など
日本ならではのエッセンスをメニューに組み込んだ、料理長おすすめのディナーコースです。
■ご朝食
フレンチのコース料理に於いて、味へのこだわりで定評をいただくレストランでのご朝食
内容：和洋ビュッフェ“The TENQOO Premium Breakfast”
場所：27F Dining & Bar TENQOO（テンクウ）
時間：6：00～10：00（10：30 クローズ）
※新型コロナウイルス感染症拡大の状況により、営業内容を変更する場合がございます。
◎ご予約・お問合せ（読者）TEL：03-3211-2233（代表）
Web サイト：https://marunouchi.metropolitan.jp /stay/plan/supreme-dinner.html

ホテルメトロポリタン 川崎
「お買い物やグルメ、旅気分を楽しむ横浜中華街でのディナー付き宿泊プラン(朝食付き)」
ホテルメトロポリタン川崎は JR 横浜まで 1 駅 7 分と横浜エリアにも至近距離。
京浜東北線で関内駅まで乗り換えなしで行けるため、アクセス便利。
横浜を代表する観光スポット、中華街で旅気分を満喫してみませんか。
500 以上の店舗が所狭しと立ち並ぶ、日本最大のチャイナタウンで、珍しい寺院「横浜関
帝廟」やお土産店を巡ったり、少し足を延ばして山下公園で休憩したり。
ディナーは横浜中華街を代表する中華四川料理「重慶飯店」にてディナーコースをご用意。
思う存分横浜中華街エリアをお楽しみください。
■料金： 1 泊夕朝食付き／1 室料金
ご利用人数［客室タイプ］
1 室 2 名様［スタンダードクイーン］23 ㎡
1 室 2 名様［スタンダードツイン］30 ㎡

※税金・サービス料込
料金
33,400 円～
34,400 円～

■客室のご案内
幅 160 センチのベッドが 1 台のスタンダードクイーン、幅 120 センチのベッドが 2 台のスタン
ダードツイン、いずれもバスルームは洗い場付きでレインシャワーが付いています。お手洗いが
セパレートで、滞在のしやすさが特徴です。
■ご夕食（お食事のお時間は 17:00～です。）
ディナーはチェックイン日かチェックアウト日か、いずれかお選びいただけます。
メニューはディナーコースをご用意しております。（お飲み物別途）
■ご朝食：和洋ビュッフェ
・場所：Terrace and Table
◎ご予約・お問合せ（読者）TEL：044-533-1111（代表）
Web サイト：https://kawasaki.metropolitan.jp/stay/plan/chinatown.html

ホテルメトロポリタン 鎌倉
ホテルメトロポリタン 鎌倉は JR 鎌倉駅東口より徒歩 2 分の若宮大路沿いに位置し
ており、小町通りまで徒歩 1 分、鶴岡八幡宮まで徒歩 5 分と鎌倉散策の拠点に最
適です。古都鎌倉の風情を引き立てる落ち着いた外観デザインと、旅の疲れを癒す木
のぬくもりを感じるロビーは、一面に広がる大きな窓と縁側のようなテラスがあり、四季を
感じさせるモミジやカエデ等の豊かな植栽の中庭と一体となった空間をお楽しみいただ
けます。ナチュラルな木目を基調としたシンプルでありながら、細部へのこだわりとゲストへ
のおもてなしの心遣いに満ちたお部屋は、全室禁煙で、ゆったりと入れる深めのバスタ
ブと洗い場付きのバスルームを完備しています。
≪ホテルオリジナル特典≫
・スーペリアツイン（約 28 ㎡）からコーナーツイン（約 32 ㎡）へアップグレード確約
大きな窓から陽光の射し込む明るいコーナーツインをご用意します。
・シャンパン 「ランソン ブラックラベル ブリュット」 ハーフボトル（375ml）１本
英国王室御用達のエレガントな味わいでフレッシュな爽快感をお楽しみいただけます。

■料金：1 泊朝食付き／1 室料金
ご利用人数［客室タイプ］
1 室 1～2 名様
［コーナーツイン］

※税金・サービス料込

料金
33,920 円～

■ご朝食
ホテル１階の Café&Meal MUJI にて、地元食材である「鎌倉しらす」や「鎌倉海藻
ポーク」等を使用したメニューをご用意します。素材そのものの味を生かし、自然のうま
味を引き出すために、できる限りシンプルに調理しています。化学調味料は最小限に
抑え、保存料はいっさい使用しません。Café&Meal MUJI のゆったりとした空間でどう
ぞごゆっくりとお召し上がりください。営業時間 6:30～10:30（L.O.10:00）
◎ご予約・お問合せ（読者）TEL：0467-60-1111（代表）
Web サイト：https://kamakura.metropolitan.jp/stay/plan/gohoubi.html

ホテルメトロポリタンさいたま新都心
～たまにはちょっぴり贅沢に。ホテルでしか味わえないご褒美ステイ～
結婚記念日、誕生日のお祝い、ちょっと頑張った自分にご褒美を。
いつもと違う“ご褒美” “お祝い”をホテルで体験しませんか。
ご用意するお部屋はプレミアムな客室『エグゼクティブツインルーム』。上質と快適さを追求し
たラグジュアリーなお部屋でシャンパンベリーを傾けながら、特別な時間をお過ごしください。
プラン特典として、シャンパンフルボトル(マム グラン コルドン)＆ストロベリーをお部屋にお持
ちします。ご用意するアメニティはエグゼクティブツインルーム専用の香りと癒しのスキンケアブ
ランド“オムニサンス”。「心地よさ」にこだわったアメニティで心身ともにリラックス。さらに嬉しい
レイトチェックアウト 12:00(通常 11:00) 朝もゆったりと余韻をお楽しみください。
■料金：1 泊朝食付き／1 室料金
ご利用人数［客室タイプ］
２名様 [エグゼクティブツインルーム(48 ㎡)]

※税込・サービス料はいただきません

料金
42,200 円～

■ご朝食
朝は芳り豊かでまろやかなオリジナルブレンドコーヒーや和紅茶で一息。そしてホテルおすすめ
『ホテルキッシュ』と彩りサラダ。和食は炊き立てご飯とホテル自慢の『具だくさんいなか汁』を
ご用意いたします。その他和洋織り交ぜたビュッフェスタイルの朝食をぜひお召し上がりください。
◎ご予約・お問合せ（読者）TEL：048-851-1111(代表)
Web サイト： https://saitama-shintoshin.metropolitan.jp/stay/plan/anniversary_gohoubi.html

ホテルメトロポリタン 高崎
【群馬県産食材使用】ディナー付き宿泊プラン（朝食付き）
開放的なラウンジを併設したレストラン「ブラッスリーローリエ」は地産地消推進登録店として、
群馬県産食材をふんだんに用いたディナーコースをお届けいたします。
高崎はだるまの生産量が全国一位という「縁起の良い街」として有名で当館からほど近い少
林山達磨寺や高崎白衣観音(ともに車で約 20 分)、パワースポットとして名高い榛名神
社(車で約 60 分)など開運スポット巡りもオススメです。また、市街地では高崎パスタや焼き
まんじゅう、高崎ほるもんなど、高崎ならではのグルメもお楽しみいただけます。群馬県観光
の拠点に当館を是非ご利用ください。

■料金： 1 泊夕朝食付き／1 室料金
ご利用人数［客室タイプ］
1 室 1 名様［デラックスシングル］
1 室 2 名様［デラックスツイン］
1 室 2 名様［デラックスダブル］

※税金・サービス料込

料金
17,300 円～
30,700 円～
29,700 円～

■客室のご案内
落ち着いた内装と広めの間取り、脚を伸ばせるワイドサイズのバスルームが特徴のデラックス
タイプをご用意いたします。
■ご夕食（18:00～）
群馬県産野菜やギンヒカリ、高崎産えばらハーブ豚未来など群馬県産食材を
ふんだんに使用しております。また、高崎はパスタの街とも言われておりま
すので、コースにパスタ料理も組み合わせ、県外からのお客さまはもちろん
県内のお客さまにも群馬県産食材の魅力をあらためてお伝えできるディナー
コースです。
■ご朝食
一日の活力を養う朝食には、新鮮な野菜類に、オリジナル朝カレー、煮込み料理など群馬
県産食材を中心に和洋のビュッフェスタイルでお届けいたします。
店内は飛沫感染防止スニーズガードや客席へのアクリルパテーションの設置、お料理の個々
盛りでの提供や 1 回毎のトングの取り換えなど、安心してご利用いただける環境づくりに努め
ております。営業時間 6：30～10：00(L.O. 9：30)
◎ご予約・お問合せ（読者）TEL：027-325-3311（代表）
Web サイト：

https://takasaki.metropolitan.jp/stay/plan/dinner&bf-inclusive2.html

ホテルメトロポリタン 長野
「ディナー＆ステイ ラグジュアリーディナー付き
スイートルーム確約 宿泊プラン（朝食付き）」
アクセス抜群な駅ビル直結というロケーション。皆さまをお迎えする接続フロアは信州の魅力
発信スペースです。
日本料理「しなの」では、信州の豊かな自然に育まれた新鮮な食材を織り交ぜた、信州な
らではの味覚をご用意。鉄板焼「やまさち」では、目の前で調理される音や香りなどを“ライブ”
で体感いただきながら県産のワインや日本酒と共に至福のひとときをお過ごしいただけます。
ホテルメトロポリタン長野では、「6 つの特典付き」でご宿泊プランをご用意いたしました。
客室はスイートルーム確約、夕食はラグジュアリーで上質な会席または鉄板焼をペアでご用
意。更に朝食も付いているので、グランドホテルでゆったりとした時間を満喫いただけます。
■料金：1 泊夕朝食付き／1 室料金
ご利用人数［客室タイプ］
2 名様 [ インペリアルスイート 極上会席「幽玄」コース]
2 名様 [ インペリアルスイート ラグジュアリー鉄板焼コース]

※税金・サービス料込

料金
85,000 円～
85,000 円～

※画像中段は「鉄板焼「やまさち」満点星-どうだんつつじ-」のコースイメージです
■６つのスペシャル
①ご宿泊はスイートルーム 確約。
②日本料理「しなの」 会席「幽玄」（18,000 円）または
鉄板焼「やまさち」満点星-どうだんつつじ-コース（18,000 円）をペアでご用意。
③ご朝食をペアでご用意。
④ご滞在時間中の駐車料金は 1 台分無料。
（通常１泊 1,000 円でご案内をしております）
⑤客室内へドリップコーヒーマシーンをご用意。
⑥八幡屋礒五郎の七味唐辛子をお一人さま１缶プレゼント。

■ご朝食
朝食は新鮮で栄養価が高く、安心・安全な長野県産の食材を中心に使用した和・洋の
バイキング形式でお召し上がりいただけます。県内有数の米どころ木島平産のお米のほか、
ヘルシーな雑穀米、お粥もご用意。また、信州蕎麦もご用意しており、お客さまからもご好評
いただいております。
明るい日差しを感じられる店内で、素敵な一日の始まりを予感させるひとときをお過ごしください。
・営業時間 6:30～10:00
◎ご予約・お問合せ（読者）TEL：026-291-7000（代表）
Web サイト：https://nagano.metropolitan.jp/stay/plan/nagano_dinner-bf_inclusiveplan.html

日本ホテル株式会社 安心・安全の取り組みについて
日本ホテルでは、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。

日本ホテル株式会社：JR 東日本グループとして主に首都圏に 38 ホテル(6,780 室)をもつホテル会社です。国の重要文化
財である東京駅丸の内駅舎内の東京ステーションホテル、ベイエリアに位置し東京の躍動感を五感で感じるメズム東京、オート
グラフ コレクションのほか複数のホテルブランドを展開しています。フルサービス型のメトロポリタンホテルズは「やすらぎと華やぎが出
会う場所。」、宿泊特化型の JR 東日本ホテルメッツは「上質が息づく。」をブランドコンセプトとしています。利便性に優れた立地
で、国内や訪日インバウンドのお客さまへの心からのおもてなしを忘れずに、常により高いレベルのサービスを目指しています。

