
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

報道関係各位 
ニュースリリース 

2020 年 4 ⽉ 24 ⽇（⾦）開業 ホテルメトロポリタン 鎌倉 
〜 ⽇本ホテル株式会社と株式会社良品計画がパートナー企業に 〜 

「Café&Meal MUJI」 と 「MUJIcom」 が同時開業 
〜 2019 年 10 ⽉ 1 ⽇（⽕）より宿泊予約の受付開始 〜 

 「開業記念宿泊プラン」 を販売 

2019 年 9 ⽉ 26 ⽇ 
⽇本ホテル株式会社 

ホテルメトロポリタン 鎌倉 

JR 鎌倉駅東⼝徒歩２分の若宮⼤路沿いに 2020 年 4 ⽉ 24 ⽇（⾦）の開業を予定しているホテルメトロポリタン
鎌倉（運営／⽇本ホテル株式会社、代表取締役社⻑／⾥⾒雅⾏）に、「Café&Meal MUJI」と「MUJIcom」（運
営／株式会社良品計画、代表取締役社⻑／松﨑 曉）が、ホテルと同時に開業いたします。⽇本ホテル株式会社が
運営するホテルに出店するのは初めてであり、鎌倉市内初の出店でもあります。両店舗が同じホテル内に出店するのも世
界初の取り組みです。⽇本ホテル株式会社と株式会社良品計画はパートナー企業として、ご宿泊のお客様や地域の皆
様に愛され選ばれ続けるホテルを共に⽬指してまいります。 

また、2019 年 10 ⽉ 1 ⽇（⽕）10:00 より宿泊予約の受付を開始し、「開業記念宿泊プラン」を販売いたします。
「Maker's Shirt 鎌倉」とホテルのダブルネーム仕様のグッズ等がついた「鎌倉散策グッズ付きプラン」や、ホテルをおトクに
泊まって、ポイントがたまる・つかえる「JR ホテルメンバーズ限定プラン」を販売いたします。 

■飲⾷店名︓Café&Meal MUJI ホテルメトロポリタン鎌倉 
■朝⾷時間︓6:30〜10:00 ※ランチ、ディナーの営業もいたします。 

■朝⾷料⾦︓2,000 円（消費税込） 
■朝⾷内容︓地元の野菜や⾷材を使⽤した朝⾷メニューと新鮮なサラダ・フルーツを

⽤意したサラダバーやドリンクバーをご提供いたします。 

■物販店名︓MUJIcom ホテルメトロポリタン鎌倉 
■店舗内容︓旅⾏や⽇常づかいに便利な雑貨、⾷品等を販売いたします。 
 

■無印良品は、商品やサービスを通じて、⼈と⼈、⼈と社会、⼈と⾃然のより良い関係をつくるプラットフォームで
ありたいと考えています。ホテルメトロポリタン 鎌倉の１階にオープンする新しい Café&Meal MUJI および
MUJIcom は、鎌倉の地に世界中から訪れる⼈や、鎌倉で⽣活を営む⼈、ここで販売する商品・メニューを
⽣み出す⽣産者など、この店舗に関わる⼈たちがそれぞれに想いを馳せ、実際に出会い、繋がりが⽣まれる
場となることを⽬指してまいります。 

Café&Meal MUJI イメージ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

■鎌倉散策グッズ付きプラン 『Maker's Shirt 鎌倉』のトートバッグセット 
ゆっくりと鎌倉を楽しんで頂くために、散策グッズ付の宿泊プランをご⽤意しました。鎌倉に創業して 25 年以上の
歴史を持つ「Maker's Shirt 鎌倉」とホテルのダブルネーム仕様のトートバッグ＆ハンカチや、ホテルオリジナルの
扇⼦も特典として付きます。 
・ご宿泊料⾦︓20,600 円〜 1 部屋あたり（1 名利⽤／朝⾷付き） 
          23,800 円〜 1 部屋あたり（2 名利⽤／朝⾷付き） 
 
■JR ホテルメンバーズ限定開業記念プラン 
⽇本各地の加盟ホテルにおトクに泊まって、ポイントがたまる・つかえる JR ホテルメンバーズ限定プランです。
⼊会⾦・年会費無料でご⼊会いただけます。加盟ホテルご愛顧への感謝と、開業を記念して特別価格のご
宿泊料⾦をご⽤意しました。 
・ご宿泊料⾦︓13,920 円〜 1 部屋あたり（1〜2 名利⽤／素泊まり） 

※宿泊料⾦には消費税・サービス料が含まれ、ルームタイプ、⽇にちによって料⾦は変動いたします。 
※「JR ホテルメンバーズ」概要 

JR ホテルメンバーズは、各地の JR グループ会社が運営する、JR 東⽇本ホテルズ、JR 東海ホテルズ、JR ⻄⽇本ホテルズ、
JR 九州グループホテルが加盟するホテルの会員プログラムです。北海道から九州・沖縄まで、各地の魅⼒を体験できる地
域に根付いたホテルが加盟しています。 
「Suica」や「TOICA」、「ICOCA」、「SUGOCA」等の指定交通系 IC カードを会員証として登録でき、おトクな特典や便
利なサービスがご利⽤いただけます。 
○JR ホテルメンバーズ公式ホームページ （https://www.jrhotel-m.jp/） 

－ホテル概要－ 
2020 年 4 ⽉ 24 ⽇（⾦）開業。ＪＲ鎌倉駅東⼝から徒歩２分、若宮⼤路沿いに位置する古都鎌倉の散
策の拠点に最適なホテルです。全室禁煙で洗い場付バスルームを完備し、「⼼魅かれる新たな古都へ」をテーマ
に、あたたかみのあるサービスで鎌倉の魅⼒を感じる空間と時間を提供いたします。 

■名 称︓ホテルメトロポリタン 鎌倉 
■住 所︓〒248-0006 神奈川県鎌倉市⼩町 1-8-1 
■構 造︓鉄⾻造 地下 1 階地上 5 階 
■客室数︓138 室（12 種類） 

イメージ

［開業記念宿泊プラン］ 
2019 年 10 ⽉ 1 ⽇（⽕) 10:00 より宿泊予約の受付を開始し、開業記念
宿泊プランを販売いたします。 
宿 泊 予 約︓Tel. 0467-60-1250（予約開始⽇時より開通）  
         ※受付時間 平⽇ 10:00〜17:00（⼟⽇祝・年末年始除く） 
ホームページ︓https://kamakura.metropolitan.jp/ 
ご利⽤期間︓2020 年 4 ⽉ 24 ⽇（⾦）〜 2020 年 6 ⽉ 30 ⽇（⽕） 



【参考資料】 メトロポリタンホテルズ ブランドコンセプトについて 
 
やすらぎと華やぎが出会う場所。 
 
⾵⼟とは元来、移ろう四季から⽣まれる地の⽣命⼒を意味し、 
やがてはそこで⽣まれる歴史や⽂化をも表すようになりました。  
 
東京を始めとする⼤都市を擁し、⾵光明媚な⾃然も抱く東⽇本。 
その多様な⾵⼟とともにホテルメトロポリタンの歴史は続いてきました。  
 
活気ある都市の空気、⻑く受け継がれてきた⽂化、 
厳選した⾷材を⽤いた⼼に残る料理の数々。 
その地⽅、その地域ならではの豊かさを提供することで、  
ここでしか出会えない喜びをホテルメトロポリタンはお届けします。  
 
そして、洗練された佇まいと美意識でお客さまをお迎えし、 
あたたかな真⼼と細やかな⼼遣いでお客さまをもてなします。  
華やぎとやすらぎが息づく空間の中で 
満ち⾜りたひとときをどうぞお過ごしください。  
 
◇メトロポリタンホテルズ⼀覧 
 名  称 客室数 運営会社 
１ ホテルメトロポリタン 807 

⽇本ホテル株式会社 
２ ホテルメトロポリタン エドモント 668 
３ ホテルメトロポリタン 丸の内 343 
４ ホテルメトロポリタン さいたま新都⼼ 157 
５ ホテルメトロポリタン ⾼崎 141 株式会社ホテルメトロポリタン⾼崎 
６ ホテルメトロポリタン ⻑野 235 株式会社ホテルメトロポリタン⻑野 
７ ホテルメトロポリタン 仙台 295  

仙台ターミナルビル株式会社 ８ ホテルメトロポリタン 仙台イースト 282 
９ ホテルメトロポリタン ⼭形 116 
10 ホテルメトロポリタン 盛岡 191 

盛岡ターミナルビル株式会社 
11 ホテルメトロポリタン 盛岡ニューウイング 121 
12 ホテルメトロポリタン 秋⽥ 115  秋⽥ステーションビル株式会社 

12 施設・客室数計 3,471 室 
◇今後の開業予定 
 名称 客室数 開業予定 運営会社 
１ ホテルメトロポリタン 鎌倉 138 2020年4⽉24⽇ 

⽇本ホテル株式会社 
２ ホテルメトロポリタン 川崎 304 2020年5⽉18⽇ 
３ ホテルメトロポリタン ⼭形（増築） 108 2020 年内 仙台ターミナルビル株式会社 
４ ホテルメトロポリタン 秋⽥（増築） 130 2021 年春 秋⽥ステーションビル株式会社 

新規開業予定 4 施設・客室計 680 室 
既存および新規開業 16 施設・客室数計 4,151 室予定 

 


