2022 年 4 月 28 日
東日本旅客鉄道株式会社
日本ホテル株式会社

【鉄道開業 150 年】を記念した JR 東日本初の取り組み
舞台は深夜の東京駅。「JR 東日本駅長制服姿」で記念撮影が叶う！

「東京駅ミッドナイトフォト」宿泊プランの販売について
○ 東日本旅客鉄道株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：深澤祐二、以下「JR 東日本」
）、
日本ホテル株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：里見雅行、以下「日本ホテル」
）
は、日本ホテルが運営する東京ステーションホテルにて、「鉄道開業 150 年」の記念企画とし
て、東京駅体験型のコラボレーション宿泊プラン「東京駅ミッドナイトフォト」を、2022 年 5 月
1 日から販売を開始します（販売元：東京ステーションホテル）
。
○ JR 東日本の駅長制服を着用したお客さまを深夜の東京駅にご案内して記念撮影を行うのは、JR
東日本として初の取り組みです。ご利用されるお客さまにとって東京駅が思い出の舞台となる
またとない機会となります。
○ JR 東日本と日本ホテルは鉄道開業 150 年、新幹線 YEAR 2022、そして東京駅丸の内駅舎の
保存・復原完成 10 周年に伴うプロモーションを今後も展開し、国指定重要文化財・東京駅丸の
内駅舎の文化的価値を発信してまいります。

1. 「東京駅ミッドナイトフォト」宿泊プラン 背景
1872 年、新橋‐横浜間に日本初の鉄道が開業してから 150 年を記念
し、
「150 年の感謝とともに、この節目の年にお客さまの記憶に残る体
験を提案したい」という JR 東日本社員の想いから東京駅にある東京
ステーションホテルと協力し、企業を超えた横断プロジェクトがス
タートしました。JR 東日本の各部署や東京駅、東京ステーションホ
テルの各スタッフと約 5 ヶ月に渡る調整を重ねて、このたび東京駅を
舞台にした体験型の宿泊プランをご用意しました。
東京ステーションホテルがある東京駅丸の内駅舎

2. 「東京駅ミッドナイトフォト」宿泊プランでお届けする特別な体験
ホテルにチェックインしてレストラン〈ブラン ルージュ〉でのデ
ィナー後、深夜より JR 東日本の駅長制服を身にまとい、駅構内や新
幹線ホームなど改札内外のフォトスポットでプロカメラマンによる
記念撮影を体験いただきます。撮影した写真はアルバムに製本し、
画像データとともに後日ご自宅にお送りします。また、記念品は JR 東日
本の乗務員が使用する SEIKO 製の懐中時計で、鉄道開業 150 年ロゴとシ
リアルナンバーが刻印された本プランだけの特別記念品です。
JR 東日本の駅長制服（イメージ）

3. 「東京駅ミッドナイトフォト」宿泊プラン 概要
■宿 泊 日：2022 年 6 月 1 日～2023 年 3 月 31 日
■対

象：18 歳以上 （深夜に長時間の撮影が可能な方）

■客室タイプ：ドームサイドコンフォートキング(禁煙・30 ㎡)
クラシックコンフォートツイン(禁煙・36 ㎡)
■料

金：1 泊 1 室 2 名さま 500,000 円

■特

典：・終電後の東京駅内外で JR 東日本駅長制服姿にて記念撮影
・鉄道開業 150 年特別記念品 SEIKO オリジナル懐中時計

「ドームサイドコンフォートキング」

（1 プラン 1 個）
・レストラン〈ブラン ルージュ〉フレンチディナー（人数分）
・ゲストラウンジ〈アトリウム〉朝食ブッフェ（人数分）
・レイトチェックアウト 13：00（通常正午 12：00）
■予約開始日：2022 年 5 月 1 日（日）14：00 より
■予約方法：http://www.tokyostationhotel.jp/stay/plans/train150th/
電話：03-5220-1112 （宿泊予約課）
記念撮影スポットの東京駅舎南ドーム

＊1 日 1 組限定
＊料金は、消費税・サービス料・東京都宿泊税込み。
＊JR 東日本駅長制服のサイズ手配のため、ご予約後に身長などをホテルよりお伺いします。
＊台風や地震などの突発事項が発生した際は、東京駅改札内での記念撮影中止や宿泊プランを中止する場合があります。
ホテル側が宿泊プランを中止すると判断した場合、キャンセル料は頂きません。
＊JR 東日本駅長制服姿での写真撮影は、防犯上、ホテルが手配したプロカメラマンによるカメラでの撮影のみとなります。
(お客さま持参のスマートフォンやデジカメなどでの撮影や個人 SNS・ブログ・YouTube などへの投稿は不可)
＊本プランは未成年のお客さまはご利用いただけません（添い寝でのお子さまのご利用も含む）
。
＊JR 東日本商品化許諾済

4. 「東京駅ミッドナイトフォト」宿泊プラン 当日のスケジュール
Contents

Time
15：00 18：00

チェックイン＆Free Time
レストラン〈ブラン ルージュ〉でディナー

Area
ホテル内

Free Time
0：30

JR 東日本の駅長制服にお着替え

1：00

ホテルスタッフがお部屋までお迎えに上がる

1：00 – 3：00

記念撮影

ご宿泊いただくお部屋
東京駅内外

Free Time（6：30 – 11：00 の間に朝食ブッフェご利用）
13：00

チェックアウト

＊スケジュールが変更になる場合があります。

＜参考＞
鉄道開業 150 年
1872 年 10 月 14 日に日本で初めてとなる鉄道が新橋‐横浜間で開業しまし
た（営業運行は翌日から）
。2022 年はそれから 150 年目にあたります。これ
を記念して JR 東日本をはじめとする JR グループでは、お客さまへの感謝の
気持ちを込めた「鉄道開業 150 年キャンペーン」を実施していきます。
キャンペーン期間：2022 年 4 月 1 日（金）～2023 年 3 月 31 日(金)

鉄道開業 150 年キャンペーンロゴ

東京ステーションホテル（The Tokyo Station Hotel）
Classic Luxury - 時代を超えて愛される、上質なひととき 1915 年、東京駅の中に客室数 56 室、宴会場を備えたヨーロッパスタイルのホテルとして開業。壮麗な建
築と当時最先端の設備で国内外の多くの賓客をお迎えしました。東京駅丸の内駅舎の保存・復原事業に伴い
2006 年に休館。約 6 年半の時を経て全施設を改装し、2012 年 10 月 3 日に再び開業。ヨーロピアンクラシック
を基調とした 150 の客室、10 のレストラン＆バー、フィットネス＆スパ、宴会場など、都市型ホテルとして
の機能を備え、
「Classic Luxury - 時代を超えて愛される、上質なひととき - 」をコンセプトにお客さまの
心に寄り添い“共感するおもてなし”を目指しています。東京で現存するホテルとしては 2 番目に歴史があ
り、国指定重要文化財の中にすべてが位置するホテルとして国内唯一。また発着列車本数日本一の東京駅舎に
位置し、首都圏はもちろん国内各地への移動にも便利で、他に類を見ない理想的なロケーションを誇ります。
世界的なホテル格付けの「フォーブス・トラベルガイド」にて 2021 年含め 6 年連続 4 つ星を獲得、また当
ホテルが加盟しているスモール・ラグジュアリー・ホテルズ・オブ・ザ・ワールドの「SLH アワード 2020」で
「INVITED Hotel of the Year」を受賞。

ホテルがある東京駅丸の内駅舎と街並み

香り豊かなフレーバーティーなどを味わう〈ロビーラウンジ〉

東京ステーションホテル公式 web サイト https://www.tokyostationhotel.jp/
東京ステーションホテル公式 Facebook

https://www.facebook.com/tokyostationhotel/

東京ステーションホテル公式 Instagram

https://www.instagram.com/tokyostationhotel/

