
 
 
 
 
 

２０１１年１１月８日 
東日本旅客鉄道株式会社 

 

JR東日本ホテルズの新会員組織「EASTYLE
イ ー ス タ イ ル

 MEMBERS
メ ン バ ー ズ

」が発足！ 

～Suicaがホテルの会員証に～ 
 

× 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

※ JR東日本ホテルズとは、JR東日本グループが中心となって展開するホテルチェーンです（別紙参照）。 

 

１． 会員向けサービス 

「EASTYLE MEMBERS」は会員登録が必要です。 

会員登録後には、下記のサービスが受けられます。 

※ 開始当初は「ホテルメッツ」のみでのサービスとなります。 

 

（１） スマートチェックイン 
JR東日本ホテルズに加盟しているホテルでは、会員登録を行った 

Suicaでのタッチで簡単にチェックインができます。 

ご宿泊の都度、ご記入いただいていた面倒な手続きが不要になります。 

※ ご本人確認のためご署名をいただきます。 

 
（２） 直接予約特典 
「JR東日本ホテルズ公式サイト」またはお電話・ご来館により、ご宿泊のホテルに直接ご予約いただくと、下記

の特典を受けることができます。 

① 特別プラン 
「JR東日本ホテルズ公式サイト」から予約をしていただくと、「会員特別プラン」などおトクな料金でご宿泊いた

だけます。 

② 割引料金 
お電話やご来館によりご予約いただくと、ご宿泊料金を正規料金から10％割引いたします。 

③ ポイントサービス 
ご宿泊料金100円につき5ポイントの「EASTYLEポイント」が貯まります。「EASTYLEポイント」は、1,000ポイント

以上貯まると 1ポイント＝1円として、100円単位で、次回以降のご宿泊からご利用いただけます。 

※ ポイントのご利用については、残高が1,000ポイント以上からとなります。 

○ このたび JR 東日本ホテルズ※では、お客さまへのサービス向上を目的として、新たな会員組
織「EASTYLE MEMBERS」を発足いたします。 

○ 「EASTYLE MEMBERS」にご入会頂くと、「会員特別プラン」や「ポイントサービス」などのお得な
特典の他、｢Suica｣でのタッチでチェックインできる便利なサービスがご利用頂けます。 

○ 「EASTYLE MEMBERS」では、｢Suica｣をホテルの会員証としてご利用頂けます。2001年にサー
ビスを開始し、10 周年を迎える Suica は、発行枚数が 3,700 万枚を超え、電子マネーサービス
や他の交通系ICカードの相互利用により、ご利用の場が全国に大きく広がっています。 

○ 「EASTYLE MEMBERS」は、11月14日（月）の発足に合わせ、「ホテルメッツ」からサービスを開
始いたします。「ホテルメッツ」では、合わせて「スタート記念キャンペーン」を実施いたします。 



（３） レイトチェックアウトサービス 
チェックアウトの時刻を正午12:00まで無料でご延長いただけます。 

２． Suicaとの連動 

本年11月18日（金）に10周年を迎え、ますます便利になる「Suica」。ホテルの会員証にもご利用シーンを拡大

します。 

 
（１） Suicaが会員証に 
お手持ちのSuicaをご登録いただくと、「EASTYLE MEMBERS」の会員証としてご利用いただけます。 

ご登録は、Suica定期券やSuica付ビューカード、モバイルSuica等で可能です。 

登録後は、スマートチェックインの他、禁煙・喫煙などお客様の嗜好に合わせたサービスをスムースにご提供

いたします。 

 

 

 
（２） Suicaポイントクラブとの連携 
Suicaポイントクラブと連携し、貯まった「EASTYLEポイント」を「Suicaポイント」 

に交換することもできます。 

ポイント交換は「1 EASTYLEポイント」を「1 Suicaポイント（1円相当）」として、1,000ポイント 

単位で交換できます。 

※Suicaポイントクラブへの会員登録（無料）が必要となります（別紙参照）。 

 

３． ホテルメッツ「スタート記念キャンペーン」 

「EASTYLE MEMBERS」は、2011年11月14日（月）より「ホテルメッツ」にてご入会を承ります。これに合わせ、下

記の特典が受けられる「スタート記念キャンペーン」を実施いたします。 

 

（１） 入会金無料 
2012年3月31日（土）までにご入会いただくと、通常500円の入会金が無料となります。 

 

（２） ポイント２倍 
2012年1月31日（火）までにご入会・ご宿泊いただくと、「EASTYLEポイント」が通常の２倍（100円につき10ポイ

ント）貯まります。 

 

（３） Suicaのペンギングッズプレゼント 
お手持ちのSuicaを会員証としてご登録の上、ご宿泊いただくと、先着3,000名様にSuicaのペンギングッズをプ

レゼントいたします。※Suicaのペンギングッズは無くなり次第終了いたします。 

 

４． 今後の展開について 

「EASTYLE MEMBERS」のサービスは2011年11月14日（月）から「ホテルメッツ」で先行スタートいたします。

2012年夏頃には「ファミリーオ・フォルクローロ」、2012年秋頃には東日本のターミナル駅を中心に展開する「メト

ロポリタンホテルズ」や現在開業準備を進めている「東京ステーションホテル」においてもサービスを開始いたし

ます。この他、JR 東日本ホテルズに加盟しているホテル「ホテルドリームゲート舞浜」や「シーサイドホテル芝弥

生」、その他の新規開業ホテルでも順次展開していきます。 

JR東日本ホテルズでは、今後も JR東日本グループのネットワークを活かし、お客さまの満足の向上に努めて

まいります。



１．「EASTYLE MEMBERS」の名称とロゴについて 

「EASTYLE MEMBERS」とは、東日本を表す「EAST」と洗練されたイメージや独自性を表す「STYLE」を掛け合

わせた造語です。ロゴマークには、頭文字の「E」とホテルのベッドの形を組み合わせ、シャープで先進的な印

象を目指しました。 
 
 
２．「EASTYLE MEMBERS」の概要 
○入会金：500円 
○年会費：無料 
○会員登録方法：「ホテルメッツ」のフロントにて、必要事項をご記入の上お申込みください。 

○Suicaをお持ちで無いお客さま 

Suica以外の下記の交通系ICカードでも会員証としてご登録いただけます。Suicaや下記の交通系ICカード

をお持ちで無いお客さまには、「会員カード」を発行し、会員登録をしていただけます。 

但し、Suica以外のカードでは、Suicaポイントクラブとの連携（Suicaポイントとの交換）やホテルメッツ「スター

ト記念キャンペーン」（Suicaのペンギングッズプレゼント）等、一部のサービスが受けられません。 
 
○お手持ちのSuicaが会員証に！スマートチェックインでスムースに！ 

 

  会員登録前は 
 
                   ⇒                  ⇒                   ⇒ 鍵をもらう 
 

 

  会員登録後は 
 
                   ⇒               ⇒ 鍵をもらう 

 
 
 

【ご利用いただける交通系ICカード】 

会員登録にSuica(スイカ)/PASMO(パスモ)/Kitaca(キタカ)/TOICA(トイカ)/ICOCA(イコカ)/ 
SUGOCA(スゴカ) がご利用いただけます。 

 
 
※ IC カード発行事業者の都合により、予告なくIC カードが交換されることがあります。 
※「Suica」は東日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 
※ 株式会社パスモ商標利用許諾済第83号 「PASMO」は株式会社パスモの登録商標です。 
※ JR北海道Kitaca利用承認第9号     「Kitaca」は北海道旅客鉄道株式会社の登録商標です。 
※ JR東海TOICA利用承認第10号         「TOICA」は東海旅客鉄道株式会社の登録商標です。 
※ JR西日本ICOCA利用許諾済      「ICOCA」は西日本旅客鉄道株式会社の登録商標です。 
※ JR九州SUGOCA利用承認第10号        「SUGOCA」は九州旅客鉄道株式会社の登録商標です。 
※ 当該承認は、各鉄道会社、株式会社パスモが、本商品・サービスの内容・品質を保証するものではありません。 
 
３．「Suicaポイントクラブ」について 
「EASTYLEポイント」を「Suicaポイント」に交換する際には、Suicaポイントクラブへの会員登録（無料）が必要です。 

氏名等の登録がない「Suicaカード」、「「  マークのないSuica」は、Suicaエリア内にあるＪＲ東日本の駅の「カード

券売機」、「多機能券売機」または、みどりの窓口で「My Suica（記名式）」に交換（無料）の上「Suicaポイントクラブ」

にご登録ください。 

「My Suica（記名式）」、「Suica定期券」、「EASYモバイルSuica」でSuicaポイントクラブに登録している場合は、

Suicaポイントのポイント交換に関する事前の手続きに最大2週間程度かかる場合があります。 

詳しくはSuicaポイントクラブサイトをご確認ください。 

ポイント交換のお申し込みおよびお手続きの完了後、お客さまのSuicaポイント口座へ移行されます。 

▼Suicaポイントクラブサイト (www.jreast.co.jp/suicapoint) 

別 紙

宿泊カードを記入 
（名前・住所・電話番号 
年齢・会社名等）

予約内容の確認 

（予約の有無、宿泊者名等） 

Suicaをタッチ 

フロントで名前を伝える 

予約照合や宿泊

カード記入に 
時間がかかる 

署名だけなので 
チェックインが 
スピーディー！ 

署 名



４．JR東日本ホテルズとは 
JR東日本グループが中心となって展開するホテルチェーンであり、加盟ホテルは42箇所に展開しております。 

 

・ メトロポリタンホテルズ（10箇所）  東日本のターミナル駅を中心に展開するホテル。 

・ ホテルメッツ（21箇所）   首都圏を中心に展開する宿泊特化型ホテル。 

・ ファミリーオ・フォルクローロ（8箇所）  地域の豊かな自然や文化に囲まれたホテル。 

・ ホテルドリームゲート舞浜   舞浜リゾートを満喫するホテル。 

・ シーサイドホテル芝弥生   都市の便利さをサポートするホテル。 

・ ホテルニューグランド   日本を代表するクラシックホテル。 

合計6,094室（2011年11月時点） 

  ※ホテルニューグランドにおいては、現在のところ「EASTYLE MEMBERS」導入の予定はございません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「EASTYLE MEMBERS」 2011年11月時点でのサービス展開箇所一覧（ホテルメッツ）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

客室数 連絡先 経営会社

◆ホテルメッツ

21ホテル ﾎﾃﾙﾒｯﾂ渋谷 194 03-3409-0011 日本ホテル㈱

ﾎﾃﾙﾒｯﾂ目白 95 03-5985-0011 日本ホテル㈱

ﾎﾃﾙﾒｯﾂ駒込 152 03-5319-0011 日本ホテル㈱

ﾎﾃﾙﾒｯﾂ田端 98 03-3810-2255 ジェイアールエフ・ホテル㈱

ﾎﾃﾙﾒｯﾂ高円寺 110 03-5327-0011 日本ホテル㈱

ﾎﾃﾙﾒｯﾂ武蔵境 92 0422-32-5111 日本ホテル㈱

ﾎﾃﾙﾒｯﾂ国分寺 74 042-328-6111 日本ホテル㈱
ﾎﾃﾙﾒｯﾂ久米川 47 042-396-6111 日本ホテル㈱

ﾎﾃﾙﾒｯﾂ立川 129 042-548-0011 日本ホテル㈱

ﾎﾃﾙﾒｯﾂ赤羽 120 03-5939-0011 日本ホテル㈱

ﾎﾃﾙﾒｯﾂ浦和 62 048-826-0011 日本ホテル㈱

ﾎﾃﾙﾒｯﾂ川崎 151 044-540-1100 日本ホテル㈱

ﾎﾃﾙﾒｯﾂ横浜鶴見 111 045-500-5011 日本ホテル㈱

ﾎﾃﾙﾒｯﾂ溝ノ口 100 044-862-0011 日本ホテル㈱

ﾎﾃﾙﾒｯﾂかまくら大船 153 0467-40-1192 日本ホテル㈱

ﾎﾃﾙﾒｯﾂ津田沼 81 047-473-0007 日本ホテル㈱ 

ﾎﾃﾙﾒｯﾂ水戸 102 029-222-3100 日本ホテル㈱ 

ﾎﾃﾙﾒｯﾂ長岡 122 0258-30-5800 ㈱トッキー
ﾎﾃﾙﾒｯﾂ福島 129 024-523-1515 仙台ターミナルビル㈱

ﾎﾃﾙﾒｯﾂ北上 121 0197-61-2222 ㈱ジャスター

ﾎﾃﾙﾒｯﾂ八戸 82 0178-70-7700 ㈱ジャスター
計 2,325

ホテルメトロポリタン（池袋） ホテルメッツ渋谷 フォルクローロいわて東和 ホテルドリームゲート舞浜 


