NEWS RELEASE
報道関係各位

2020 年 8 月吉日
神戸メリケンパークオリエンタルホテル

新宴会プラン「NEW STYLE MEETING PLAN」 を販売
～会議後には客室を利用したリモート懇親会も！～

神戸メリケンパークオリエンタルホテル（所在地：兵庫県神戸市中央区／総支配人：松岡 正）は、安全・安心に取り
組んだ新たな宴会プラン「NEW STYLE MEETING PLAN」を 2020 年 12 月 31 日（木）まで販売いたします。
新型コロナウイルス感染症対策を行い安心・安全面の配慮に加え、お客様の利用時間・利用人数に合わせてリーズナ
ブルにご利用いただける新たなプランを企画いたしました。ソーシャルディスタンスを保ちながら宴会場で会議・セ
ミナーを開催後には、飛沫防止、3 密回避にも繋がるホテルの客室を利用したリモート懇親会のご用意も可能でござ
います。

▼ 安心・安全にご利用いただくための 4 つのポイント▼
① 宴会場の定員を半数以下にし、ソーシャルディスタンスを確保した
宴会場をご案内いたします。
② 受付に飛沫対策としてアクリルシールドの設置、検温器・空気清浄
機の貸し出し、アルコール消毒の設置や、会場スタッフのマスク着用、
感染症予防対策をいたします。
③ 会場の広さではなく、お一人様（1 時間毎）あたりの料金設定し、通
常よりもリーズナブルにご利用いただけます。
④ 会議・セミナー後には、ホテル客室を利用した「リモート懇親会」
をオプションでご用意しております。
< ※ 左上：宴会場、左下：懇親会 客室 各イメージ >

【 概要 】
プラン名： 「NEW STYLE MEETING PLAN」
期

間： ～ 2020 年 12 月 31 日（木）

料
金： 最初の 1 時間 お一人様 2,500 円 / 延長： お一人様 1,000 円（1 時間毎）
内
容： 会場費・音響費（有線マイク 2 本）
・コーヒーまたはジュース（セルフサービス）
・ミネラルウォーター
お問い合わせ： 営業企画部 078-325-8119（月～土曜日 10：00～18:30）
※ご利用人数は 10 名様以上
※貸出備品は数に限りがございます。
※ご出席者の皆様へマスクの着用をお願いいたします。
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＜ リモート懇親会 ＞
① 宿泊プラン
225,000 円（税・サービス料込） <参加者 10 名 ※1 名追加料金 ＋22,500 円>
料金に含まれるもの
・会議室料１時間・音響費（有線マイク 2 本）
・コーヒー/ ジュース（セルフサービス）
、ミネラルウォーター
・ルームサービスディナー（各種飲み物付き） 10,000 円相当
・ご宿泊 シングルルーム （1 泊） ご利用時間 15:00 ～ 翌日の正午 12:00
・ご朝食 「サンタモニカの風」 7:00 ～ 11:00
・駐車料金（1 泊 1,800 円）無料
② デイユースプラン 155,000 円（税・サービス料込） <参加者 10 名 ※1 名追加料金 ＋15,500 円>
料金に含まれるもの
・会議室料１時間・音響費（有線マイク 2 本）
・コーヒー/ ジュース（セルフサービス）
、ミネラルウォーター
・ルームサービスランチ （各種飲み物付き） 7,000 円相当
・お部屋 シングルルーム ご利用時間 9:00 ～ 18:00
・駐車料金無料
※いずれも、会議室、客室内の Wi-Fi は、無料でご利用いただけます。
オンラインに必要な ZOOM 等のツールは、お客様側にて事前にご準備をお願いいたします。
※料金は全て税金・サービス料込み
◎ 新型コロナウイルス感染防止対策について
神戸メリケンパークオリエンタルホテルでは、お客様に安心安全にご利用いただけるよう、スタッフのマスク着用等
新型コロナウイルス感染症拡大防止の取り組みを行っております。
詳細は、ホテル公式ホームページよりご確認ください。
https://www.kobe-orientalhotel.co.jp/others/8453/
★ 株式会社ホテルマネージメントジャパン 会社概要
株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内 20 ホテル、5,951 室のホテルを運営するホテル経営会社です。
全国各地で「オリエンタル」
、
「ヒルトン」
、
「マリオット」
、
「ホリデイ・イン」など、国内外のブランドをはじめ東京ディズニーリゾート(R)・
パートナーホテルなど多種多様なホテル経営を行っています。
※ グループホテル数：20 ／ グループホテル総客室数：5,955 室 ／ グループホテル総従業員数：約 2,600 名
※ 国内 20 ホテル
ヒルトン成田（千葉県成田市/ 548 室）
、インターナショナルガーデンホテル成田（千葉県成田市/ 463 室）
、オリエンタルホテル 東京ベイ
（千葉県浦安市/ 511 室）
、ヒルトン東京お台場（東京都港区/453 室）
、ホテル オリエンタルエクスプレス 東京蒲田（東京都大田区/ 158
室）
、ホテル オリエンタルエクスプレス 東京銀座（東京都中央区/ 103 室）
、オリエンタルホテル京都 ギャラリー（京都府東山区/ 150 室）
、
オリエンタルホテル京都 六条（京都府下京区/ 166 室）
、ホテル日航奈良（奈良県奈良市/ 330 室）
、ホリデイ・イン大阪難波（大阪市中央
区/ 314 室）
、なんばオリエンタルホテル（大阪市中央区/ 258 室）
、ホテル オリエンタルエクスプレス 大阪心斎橋（大阪市中央区/ 124
室）
、 オリエンタルスイーツ エアポート 大阪りんくう（大阪府泉佐野市/ 258 室）
、神戸メリケンパークオリエンタルホテル（神戸市中央
区/ 323 室）
、シェラトングランドホテル広島（広島市東区/ 238 室）
、オリエンタルホテル広島（広島市中区/ 227 室）
、オリエンタルホテ
ル福岡 博多ステーション（福岡市博多区/221 室）
、沖縄ハーバービューホテル（沖縄県那覇市/ 352 室）
、ホテル日航アリビラ（沖縄県読
谷村/ 397 室）
、オキナワ マリオット リゾート ＆ スパ（沖縄県名護市/ 361 室）

≪報道関係者からのお問い合わせ先≫
神戸メリケンパークオリエンタルホテル 神戸市中央区波止場町 5 番 6 号
広報担当： 仲・堀部
電話: 078-325-8102（広報直通）/FAX:078-393-1021
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