
  

 

2019 年 12 月 23 日 

日本ホテル株式会社 

ホテルメトロポリタン 
 

開業記念限定商品やお得な特典が盛りだくさん 

ホテル開業 35 周年記念プラン販売開始 
ホテルメトロポリタン（豊島区西池袋 1-6-1 総支配人 佐藤 進）では、2020 年 6 月に開業 35 周年を迎えます。お客

様に日頃の感謝を込めて、開業 35 周年記念プランを 1 月 1 日より販売いたします。2020 年 12 月末までの 1 年間、ホテル

全体で特別なプランや限定商品を多数ご用意しております。ぜひこの機会に華やかなアニバーサリーイヤーをお過ごしください。 

【宿泊プラン】 ヘルシーステイプラン ～ジェクサー・フィットネスクラブ～ 

ウエルネスをテーマにジェクサー・フィットネスクラブとコラボレーションした宿泊プランです。ご朝食にはこのプランだけの特典としてジェクサー・フィットネスク

ラブスタッフ監修の健康と美を意識したスムージーをホテル最上階のレストランでゆったりとご朝食とともにお召し上がりいただけます。また、朝夕食付

きプランのディナーは中国料理「桂林」で低カロリー、高たんぱくな素材を使用したボリューム感のある 8 品のコースをご用意しました。「人生 100 年

時代」、2020 年は体の中からキレイに、五感が満たされるヘルシーライフをスタートしませんか。 

■概要■ 

・期間         ：2020年1月6日（月）～12月30日（水） 

※除外日：2020年7月23日（木）～8月9日（日）/毎月5日・20日 

・部屋タイプ     ：シティビューまたはスーペリアルーム 

・料金（1泊1室）： 朝食付  スーペリア24,000円～／シティビュー29,000円～ 

                   朝夕食付  スーペリア31,000円～／シティビュー36,000円～ 

・予約方法      ：ホテルメトロポリタン ホームページ 

・特典          :・ジェクサー・フィットネスクラブ1日利用券付  

              ・オプショナルとしてパーソナルトレーニングを特別料金にて（有料/要予約） 

・ホテル最上階ダイニング＆バー「オーヴェスト」での朝食 

（ジェクサー・フィットネスクラブスタッフ監修の5種類から選べる3種類のスムージー付） 

・夕食は中国料理「桂林」 プラン限定コース ボトル高級茶〝ロイヤル ブルーティー“付 

 

 

 

 

 

 

報道関係各位 
プレスリリース 

シティビューダブル プラン限定スムージー プラン限定 8 品のコースメニュー 

🄫C.S/JR 東日本/D 

※上記料金には税金･サービス料が含まれております。 

オプショナル パーソナルトレーニング 



【レストラン】 ホテル開業イヤーの1985年生まれのお客様 誕生月は35％OFF  

ホテル開業年（1985年生まれ）と同じ年に生まれたお客様はお誕生月に対象のメニュー

が35％OFFになる特別な特典を各レストランでご用意いたしました。 

■概要■ 

・期間：2020年1月6日（月）～2月29日（土） 

・特典：1985年生まれのお客様はお誕生月、対象メニュー35％OFF 

（ご本人様のみ適用） 

※要予約※生年月日が分かるものをご持参ください。※他の割引との併用は不可 

・対象レストラン・メニュー（2020年1-2月） 

オールデイダイニング「クロスダイン」：ランチビュッフェ・ディナービュッフェ  

中国料理「桂林」：開業35周年記念 中国四大料理の旅 

北京ランチコース / 北京全席 

日本料理「花むさし」：開業35周年記念 日本の美しい四季めぐり~冬～ 

料理長特選昼会席 / 料理長特別会席 

日本料理「花むさし 旬香」：開業35周年記念 日本の美しい四季めぐり~冬～ 

旬香プレミアムコース「極み」【ディナー】 

ダイニング&バー「オーヴェスト」：開業35周年記念 和牛と黒豚のハンバーガーランチ 

キュイジーヌ「エスト」：開業35周年記念 フトゥーロ“未来へ” / フェリーチェ“幸福な2人” 

 

【レストラン】今年のバレンタインは特別なギフトを Suicaのペンギンチョコレート（1日5個限定） 

クロスダイン ケーキショップではSuicaのペンギン チョコレートをバレンタインギフトのおすす

め商品として販売を開始いたします。 

大切な人への贈り物にピッタリな一品。キュートな立体型のSuicaのペンギンの中にはキ

ャラメリーゼしたヘーゼルナッツのチョコレートがたっぷりと入っています。 

見ても食べても幸せになれるチョコレートです。 

■概要■ 

・販売期間：2020年2月1日（土）~2月14日（金） 

・予約期間：2019年12月26日（木）～2月11日（火） 

・料金   ：3,500円 / 1日5個限定 

・販売店舗：1Fクロスダイン ケーキショップ 

・営業時間：11:00a.m~9:00p.m. 

※上記料金には税金が含まれております。 

 

【レストラン】お客様の当ホテルでの思い出が 35 周年のシグネチャーカクテルに 

お客様が大切にしているホテルメトロポリタン（池袋）での思い出を募集し、 

バー「オリエントエクスプレス」のバーテンダーがストーリーに沿ったカクテルを作り販売をさせ

ていただきます。 

■概要■ 

・思い出募集期間：2020 年 1 月 1 日（元日）~3 月 31 日（火） 

・販売期間    ：2020 年 6 月 1 日（月）~12 月 31 日（木） 

・応募方法    ：ホテルメトロポリタン ホームページまたは、 

バー「オリエントエクスプレス」へ直接ご来店ください。 

・特典        :応募者全員にレストラン優待券をプレゼント 

             採用となったお客様はバー「オリエントエクスプレス」へご招待 

                「35 周年カクテルを含むドリンク 2 杯とスナックをプレゼント」 

🄫C.S/JR 東日本/D 

※応募多数の場合は抽選とさせていただきます。※お酒の企画の為、未成年のお客様のご応募はご遠慮いただいております。 

 



【ウエディング】Suica のペンギン ウエディングセットを販売 

35 周年を記念して、Suica のペンギンがウエディングの演出やゲストへのプチギフトとして登場するウ

エディングセットを販売いたします。池袋のホテルメトロポリタンでしか叶えることができない特別なウエ

ディング。愛らしい表情の Suica のペンギンがお招きした皆様の笑顔を誘います。 

■概要■ 

・販売期間：2020 年 1 月より 

・料金    ：35,000 円 （１０名様）1 名様追加 700 円 

・セット内容：ウェルカムマスコットとして Suica のペンギン オブジェ １台 レンタル 

（高さ 90cm・直径 30cm） 

ウエディングケーキ用 Suica のペンギン マジパン 2 体（高さ 12ｃｍ・10ｃｍ） 

コース料理内デザートを Suica のペンギン ケーキへ変更 10 名様分 

（アップグレード） 

お客様プチギフトとして Suica のペンギン クッキー10 名様分 

・オプション ：Sucia のペンギンフレッシュスタイルウエディングケーキ 70,000 円  

・お問合わせ:ウエディングサロン 03-3980-7672（直通） 

11:00a.m.~7:00p.m.（土日祝 10:00a.m.～）定休日：火曜 

※上記税込料金に別途サ―ビス料（10％）を頂戴いたします。 

                      

 

【イベント】池袋のホテルで初！ディスコイベント開催「HOTEL METROPOLITAN   FLASH BACK DISCO-THEQUE」 

ホテル開業 35 周年の歴史の中でも初の試みとなるディスコイベントを開催いたしま

す。ディスコ全盛期の 1970 年代-1980 年代のディスコサウンドで思いっきりダンス

をお楽しみいただけます。 

■概要■ 

・予約開始   ：2019 年 12 月 2 日（月）より 

・予約方法   ：電話予約のみ 

・開催日時   : 2 月 14 日（金）80‘ 7:00p.m.~10:00p.m. 

           2 月 15 日（土）70‘ 6:30p.m.~9:30p.m. 

・開催場所   :ホテルメトロポリタン 3F 宴会場「富士」 

・料金       :前売り ￥8,500 / 当日 ￥9,000  

・ご予約/お問い合わせ：宴会予約 

03-3980-7601（10:00a.m.～7:00 p.m.） 

※上記料金は税金・サービス料が含まれております。 

≪開業 35 周年 特別サイト≫ https://ikebukuro.metropolitan.jp/feature/35th_anniversary.html 

※Suica のペンギンチョコレート・Suica のペンギン ケーキ・Suica のペンギン クッキー・Sucia のペンギンフレッシュスタイルウエディングケーキの画

像を使用される際は©C.S/JR 東日本/D を画像内もしくは文章の最後にご掲載ください。Suica は JR 東日本の登録商標です。 

 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 

日本ホテル株式会社 ホテルメトロポリタン 総支配人室 営業企画グループ：大良（だいら）・宮本（みやもと）・小宮 (こみや) 

TEL：03-3980-1111（代表） 03-3980-7693（直通）E-MAIL：promotion@metropolitan.jp 

🄫C.S/JR 東日本/D 

Suica のペンギン ケーキ   Suica のペンギン クッキー   独立型のチャペル   

https://ikebukuro.metropolitan.jp/feature/35th_anniversary.html?channel=main
mailto:promotion@metropolitan.jp

