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都ホテルズ＆リゾーツ
「ワクチン接種応援プラン」を国内 17 ホテルで販売開始
デイユース・宿泊プラン、レストラン優待など
都ホテルズ＆リゾーツでは、2021 年 6 月 15 日（火）から、国内 17 ホテルで「ワクチン接種応援プラン」を
販売します。
ワクチン接種をご予定のお客様が、会場近くのホテルで休憩や宿泊、お食事をされることで、より安心・リラ
ックスしていただきたいとの思いを込め、さまざまなプランをご用意しました。ワクチン予約券または接種券を
お持ちの方、および同伴の方が、お得な料金でデイユース利用やご宿泊をしていただけるほか、レストランでも
優待や特典をご利用いただけます。また、全ホテル共通特典として、当日でも入会でき、貯めたポイントはお支
払いにもご利用いただける「都プラス」ポイントを通常の２倍プレゼントします。
都ホテルズ＆リゾーツでは、独自の衛生・消毒基準「Miyako Clean Guarantee」（都クリーンギャランティ）
を策定し、安全で快適にホテルをご利用いただけるよう取り組んでいます。より安心・安全なサービスを今後も
提供してまいります。
詳細は別紙をご参照ください。

シェラトン都ホテル東京

大阪マリオット都ホテル
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別

紙

■実施概要
【プラン名】都ホテルズ＆リゾーツ「ワクチン接種応援プラン」
【期
間】2021 年 6 月１５日（火）～
＊終了日はホテルにより異なります。
【予約受付開始日】2021 年 6 月１５日（火）
【参画ホテル】シェラトン都ホテル東京 / ウェスティン都ホテル京都
シェラトン都ホテル大阪 / 大阪マリオット都ホテル
都ホテル 岐阜長良川 / 都ホテル 四日市 / 都ホテル 京都八条
都ホテル 尼崎 / 都ホテル 博多
都シティ 東京高輪 / 都シティ 近鉄京都駅 / 都シティ 大阪天王寺
都シティ 大阪本町
志摩観光ホテル / 都リゾート 志摩 ベイサイドテラス
都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト
ホテル近鉄ユニバーサル・シティ
【共通特典】 ①当日でも入会できる「都プラス」ポイント 通常の 2 倍プレゼント
②レストラン優待
【プラン内容】
シェラトン都ホテル東京
【デイユース】7：00～21：00 14 時間ステイ 2 名 1 室 21,200 円～
2,000 円分の館内利用券付、駐車場無料
【宿泊プラン】一泊朝食付 2 名 1 室 31,306 円～
17：00 までのレイトチェックアウト、駐車場無料
【レストラン割引】飲食料金の 10％割引
（カフェ・カリフォルニア/四川）

シェラトン都ホテル東京

ウェスティン都ホテル京都
【デイユース】スイートルーム特別室Ｘアフタヌーンティー
【宿泊プラン】特別宿泊プラン「ステイケーション」
平安京ビューにアップグレード、24 時間滞在、駐車場無料
デラックス 41,238 円～（2 名 1 室

1 室料金）

＊ホテルクレジット 7,000 円付（1 泊 1 室あたり）
ジュニアスイート 90,446 円～（2 名 1 室 1 室料金）
＊ホテルクレジット 15,000 円付（１泊１室あたり）

ウェスティン都ホテル京都

【レストラン割引】飲食料金の 10％割引
（洛空/ドミニク･ブシェ/麓座/テイクアウト商品）
シェラトン都ホテル大阪
【デイユース】シングル・ツイン 10,000 円 9～18 時の間で最大 4 時間
駐車場代金無料
【宿泊プラン】1 泊朝食付き＋お一人 5,000 円分の夕食金券付き
24 時間ステイ（チェックイン 12：00・チェックアウト 12：00）
シングル 16,000 円~ ツイン 24,000 円~
【レストラン割引】飲食料金の 10％割引

シェラトン都ホテル大阪

（日本料理うえまち/中国料理四川/レストラン&ラウンジ eu）
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大阪マリオット都ホテル
【デイユース】スーペリアダブル/ツイン
最大 9 時間（9：00-18：00）1 室 1～2 名様

20,000 円

駐車場無料・ハルカス展望台入場引換券付き
【宿泊プラン】スーペリアダブル/ツイン
ベストレートから 15％OFF（1 室１～２名様 43,548 円～）

大阪マリオット都ホテル

駐車場無料・ハルカス展望台入場引換券付き・15 時レイトチェックアウト
カレー＆ブイヤベース レトルトソースセットプレゼント（1 部屋につき１セット）
【レストラン割引】飲食料金の 10％割引（全店舗）

都ホテル 岐阜長良川
【デイユース】リバービューツインルーム（38 ㎡）

1 室 5,000 円

【宿泊プラン】リバービューツインルーム（38 ㎡）
朝食付き 1 名利用 7,000 円 2 名利用 4,500 円(一人料金)
【レストラン割引】飲食料金の 10％割引 （全店舗）
都ホテル 岐阜長良川

都ホテル 四日市
【デイユース】
【食事券 2,200 円付】1 名 12,000 円~ 2 名 18,000 円~(1 室)
最大 9 時間利用（9：00-18：00） 駐車場無料
【宿泊プラン】
【食事券 2,200 円付】1 名 12,000 円~

2 名 18,000 円~(1 室)

＊駐車場無料
【レストラン割引】飲食料金の 10％割引 （全店舗）
都ホテル 四日市

都ホテル 京都八条
【客室利用特典】予約経路、プランにかかわらず、デイユース・宿泊で
客室利用の方は、ワクチン接種券提示でレストラン
利用券 1,000 円進呈。
【特典】料飲料金の 10％割引（テイクアウトは除外）
都ホテル 京都八条

都ホテル 尼崎
【デイユース】ツイン/ダブル 1 室 3 時間 4,500 円
ティーラウンジドリンク券付き
【宿泊プラン】1 泊朝食付き 7,000 円（一人料金）シングル/ツイン同額
【レストラン割引】飲食料金の 10％割引 （全店舗）
都ホテル 尼崎

都ホテル 博多
【宿泊プラン】スーペリアツインルーム・禁煙（1 泊朝食付・宿泊税別）
1 名様ご利用 19,800 円／休前日 24,500 円
2 名様ご利用 12,300 円／休前日 14,800 円
館内飲食 10％ＯＦＦ、 レイトチェックアウト 13 時
＊宿泊者全員天然温泉 SPA（内湯・アウトドアスパ）利用無料
【レストラン割引】飲食料金の 10％割引 （全店舗）
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都ホテル 博多

都シティ 東京高輪
【デイユース】最大 4 時間

１室 4,000 円（8：00～20：00）

【宿泊プラン】１室１名利用 10,000 円 1 室 2 名利用 11,000 円
＊朝食付き
【レストラン割引】飲食料金の 10％割引
都シティ 東京高輪

都シティ 近鉄京都駅
【デイユース】9：00～21：00 までの最大 12 時間利用が可能
2 名 1 室利用時

一室 5,000 円～ （1 名利用時も同料金）

＊都プラス会員は 4,000 円～
＊ちょこっと休憩所利用可（15～18 時）
【宿泊プラン】通常プラン料金を都プラス会員は 1 室 1,000 円引き
＊2 名以上利用のみ

都シティ 近鉄京都駅

＊通常 1,500 円の朝食を 1,000 円にて提供

都シティ 大阪天王寺
【デイユース】部屋タイプおまかせ 4 時間利用 4,000 円
【宿泊プラン】シングル朝食付き 12,000 円
ツイン朝食付き

2 名 1 室 14,000 円

＊部屋タイプおまかせ
＊アーリーチェックイン 9：00～可能
【レストラン割引】飲食料金の 20％割引（エトワール）

都シティ 大阪天王寺

都シティ 大阪本町
【デイユース・宿泊プラン】
＊宿泊者専用ラウンジでワインを購入できるコインを進呈
＊レストラン「HALOW」10％割引
【レストラン割引】飲食料金の 10％割引（HALOW）
都シティ 大阪本町

志摩観光ホテル
【デイユース】
（ザ クラシック）平日限定
アンバサダースイートルーム(57 ㎡)
ベストレート 52,000 円→24,000 円～ （11：00～18：00）
【宿泊プラン】
（ザ クラシック）平日 3 室限定 朝食付きプラン
コンフォートツイン（28 ㎡）をプレミアムツイン（36 ㎡）に
アップグレード。2 名 1 室（お一人＠16,114 円～）

志摩観光ホテル

（ザ ベイスイート）平日１室限定 朝食付きプラン
スーペリアスイート（100 ㎡）
ベストレートから 10％割引

２名１室（お一人＠28,903 円～）6/15 現在

＊2 館共通特典
① 賢島宝生苑 温泉ご利用券付き
② 夕食予約時、ファーストドリンク（食前酒）無料サービス
【レストラン割引】飲食料金の 10％割引
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都リゾート 志摩 ベイサイドテラス
【デイユース】ガーデンツイン（40.5 ㎡）
5 時間利用 1～3 名 室料 14,250 円
【宿泊プラン】オーシャンツイン（40.5 ㎡）1 泊 2 食付
2 名１室 お一人＠23,000 円（通常 27,500 円）
＊休前日＠3,300 円アップ＊夕食は伊勢海老素材含むフレンチコース
【レストラン割引】 飲食料金の 10％割引（テイクアウト商品除外）

都リゾート 志摩 ベイサイドテラス

都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト
【デイユース】レギュラーツイン（37 ㎡）/和室 2～3 名（10 畳）
6 時間利用

12,000 円 温泉入浴付き

【宿泊プラン】レギュラーツイン（37 ㎡）一泊二食付き
平日 2 名利用お一人＠11,150 円、3 名利用お一人＠10,150 円
＊休前日はそれぞれ＠5,000 円アップ 夕食・朝食はブッフェ
【レストラン優待】志摩市民限定

都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト

レストラン「はまなぎ」ディナーブッフェ特別優待
大人

＠3,980 円（通常 4,840 円）

小学生＠2,550 円（通常 3,390 円）
幼児

＠1,630 円（通常 2,600 円）

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ
【宿泊プラン】１泊に付きお一人 1 枚 館内利用券 500 円分をプレゼント
(利用個所)レストラン「イーポック」/宅配代金/マクドナルド

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ

※表示料金はサービス料・消費税を含みます。（一部ホテル宿泊税別途いただきます）
※ホテル毎に、販売室数に制限があります。
※本プランの終了日はホテルにより異なり、除外日の設定があるホテルもございます。
※都プラスは、WEBまたは各ホテルのフロント、レストランで入会いただけます。
ホテルで入会された場合、即時カードが発行され特典対象となります。
※本プランはワクチン予約券または接種券をお持ちのご本人と同伴の方限定のプランです。
予約券、接種券のご提示をお願いする場合があります。
※本プランはワクチン接種とセットになったプランではありません。

都ホテルズ＆リゾーツの新型コロナウイルス感染防止への取組み
都ホテルズ＆リゾーツでは従業員のマスク着用、定期的なアルコール消毒、
ソーシャルディスタンスの確保、非接触型自動検温機の導入等、新型コロナ
ウイルス感染防止への取り組み、Miyako Clean Guarantee「都クリーンギャ
ランティ」を導入しています。
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