
２０２１年４月２６日 

東海旅客鉄道株式会社 

新幹線は乗り放題・ホテル選択も自由自在 

東京～新大阪を自在に動けるワーケーションプランをご提案します 

 

ウィズ・コロナの新しい働き方・休暇の過ごし方の一つとしてワーケーションが

広がりを見せています。ワーケーションにはさまざまなニーズが存在すると考えら

れることから、ＪＲ東海では、東海道新幹線の沿線に複数の施設を運営するホテル

グループと連携して新しいスタイルを提案し、そのご利用動向も踏まえて今後の商

品展開につなげてまいります。 

同一グループのホテルなら選択自由、東海道新幹線も乗り放題となる旅行商品を

ジェイアール東海ツアーズから発売します。お好きなときにお好きな場所に宿泊で

き、宿泊地から沿線観光地等へのショートトリップも気ままに。東海道新幹線のワ

ーケーションプランを、ぜひご利用ください。 

 

１．商品名 

「東海道新幹線乗り放題＆お好きなホテルと組み合わせてＭＹワーケーション」 

 

２．特長 

  ・東海道新幹線(東京駅～新大阪駅）の「のぞみ」、「ひかり」、「こだま」のグリ

ーン車(グリーン席プラン）・普通車指定席(指定席プラン）が乗り放題       

※両プランとも、普通車自由席も乗り放題です。   

  ・４つのホテルグループから１つをお選びいただきます。そのグループの指定

のホテルならどこでも宿泊の選択・組み合わせが可能！  

※ご希望のホテルが満室の場合などは選択いただけない場合がございます。 

  ・自在な移動＆選択自由な宿泊で、あなただけのワーケーションが可能に 

 

３．設定期間 

  ・2021 年５月６日（木）～2021 年７月 20 日（火）帰着 

①６泊７日プラン  ②13 泊 14 日プラン  ③20 泊 21 日プラン 

 

４．詳細 

(株)ジェイアール東海ツアーズより旅行商品として発売します。 

   ・発売開始日：2021 年４月 27 日（火）       

   ・宿泊施設 ：４グループ３５施設（別紙１）    

   ・旅行代金 ：別紙２の通り 

※この書面でご旅行の申し込みを受け付けるものではありません。 

商品の詳細は(株)ジェイアール東海ツアーズのホームページをご確認の上 

お申し込みください（https://www.jrtours.co.jp/plan/tokushu/pass/）。 

※ご旅行に際しては、新型コロナウイルス感染症の状況や政府・自治体の要請等を踏まえたうえで、適切なタ

イミングをご判断いただきますよう、お願いいたします。足元では感染が収束していない状況であっても、落

ち着いてからのご旅行を検討される際の一助になればと考え、この度、本商品をご案内いたします。  

https://www.jrtours.co.jp/plan/tokushu/pass/


＜宿泊施設一覧＞ 

 

※テレワーク環境及び共用スペースは、一般宿泊者が利用できるサービスが対象です（一部有料あり）。 

※施設情報は 2021 年 4月 1 日時点の情報です。新型コロナウィルス感染拡大防止に伴い、営業時間やサービス内容

に変更が生じる場合があります。最新情報は各施設の公式ホームページ等でご確認ください。 

ＪＲ東海ホテルズ

１名１室 ２名１室

神奈川県 ホテルアソシア新横浜 禁煙モデレートダブル 禁煙スタンダードツイン

静岡県 ホテルアソシア静岡 禁煙シングル 禁煙モデレートツイン

愛知県 ホテルアソシア豊橋 禁煙カジュアルダブル 禁煙スタンダードツイン

愛知県 名古屋ＪＲゲートタワーホテル 禁煙モデレートダブル 禁煙スーペリアツイン

東急ホテルズ

東京都 渋谷エクセルホテル東急 禁煙スタンダードシングル 禁煙スタンダードツイン

東京都 渋谷ストリームエクセルホテル東急 禁煙スタンダードダブル 禁煙スタンダードツイン

東京都 渋谷東急ＲＥＩホテル 禁煙スーペリアダブル 禁煙スタンダードツイン

東京都 赤坂エクセルホテル東急 禁煙スタンダードシングル 禁煙スタンダードツイン

東京都 東京虎ノ門東急ＲＥＩホテル 南館禁煙シングル 南館禁煙ツイン２名

東京都 二子玉川エクセルホテル東急 禁煙シングル 禁煙ツイン

東京都 羽田エクセルホテル東急 禁煙スーペリアシングル 禁煙スタンダードツイン

東京都 吉祥寺東急ＲＥＩホテル 禁煙シングル 禁煙ツイン

神奈川県 川崎キングスカイフロント東急ＲＥＩホテル 禁煙スーペリアダブル 禁煙スーペリアツイン

神奈川県 横浜東急ＲＥＩホテル 禁煙スタンダードクイーン 禁煙スタンダードツイン

千葉県 東京ベイ東急ホテル - 禁煙スーペリアツイン

愛知県 名古屋東急ホテル 禁煙スーペリアダブル 禁煙スーペリアツイン

愛知県 名古屋栄東急ＲＥＩホテル 禁煙スタンダードシングル 禁煙スタンダードツイン

静岡県 富士山三島東急ホテル 禁煙スーペリアダブル 禁煙スーペリアツインミドルフロア

静岡県 伊豆今井浜東急ホテル - バルコニー付ツイン

静岡県 下田東急ホテル - 禁煙バルコニー付ツイン

京都府 京都東急ホテル 禁煙シングル 禁煙スタンダードツイン

大阪府 大阪東急ＲＥＩホテル 禁煙シングル 禁煙ツイン

大阪府 大阪エクセルホテル東急 禁煙スーペリアダブル 禁煙スーペリアツイン

大阪府 新大阪江坂東急ＲＥＩホテル 禁煙シングル 禁煙ツイン

大阪府
ザ　パーク　フロント　ホテル　アット　ユニバーサル・
スタジオ・ジャパン

- 禁煙スタンダードシティツイン

プリンスホテルズ＆リゾーツ

東京都 グランドプリンスホテル新高輪 スーペリアモダンキング 禁煙スーペリアナチュラルツイン２名

東京都 品川プリンスホテル 禁煙メインタワーツイン（シングルユース） 禁煙メインタワーツイン

神奈川県 新横浜プリンスホテル 禁煙ツイン（シングルユース） 禁煙ツイン

愛知県 名古屋プリンスホテル　スカイタワー 禁煙スカイキングルーム 禁煙スカイツインルーム２名

滋賀県 びわ湖大津プリンスホテル 禁煙スカイフロアツイン（シングルユース） 禁煙スカイフロアツイン

京都府 ザ・プリンス京都宝ヶ池 禁煙デラックスフロアツイン（シングルユース） 禁煙デラックスフロアツイン

都ホテルズ＆リゾーツ

東京都 都シティ　東京高輪 禁煙コンフォートキングダブル -

京都府 都シティ　近鉄京都駅 禁煙ツイン［シングルユース］ 禁煙ツイン

大阪府 都シティ　大阪本町 禁煙モデレートダブル 禁煙スーペリアツイン

大阪府 都シティ　大阪天王寺 禁煙シングル 禁煙ツイン

室タイプ名称

ＪＲ東海ホテルズ

都道府県

東急ホテルズ

プリンスホテルズ＆リゾーツ

都ホテルズ＆リゾーツ

施設名称グループホテル名

別紙１ 



＜旅行代金等＞ 

 

○ホテルグループ別 旅行代金 

 

 

 

○発売開始日 ： 2021年４月 27日（火） 14時～ 

 

○申込締切日 ： ご出発の７日前まで 

 

○発売箇所  ： (株)ジェイアール東海ツアーズ（https://www.jrtours.co.jp/plan/tokushu/pass/） 

 

○商品に関するお問合せ先 ： （株）ジェイアール東海ツアーズ「ぷらっと旅・コールセンター」  

03-6854-4310（全日 10:00～18:00、年中無休（年末年始除く）） 

※駅窓口およびジェイアール東海ツアーズ各支店では発売しません。 

 

○発売条件  ： １名１室利用：おとな１名様より 

        ２名１室利用：おとな２名様より 

※インターネットでのお申込み限定となります。 

※こども（旅行開始日を基準とした小学生）・幼児のお申込みはできません。 

 

１名様１室利用（大人おひとり様あたり） ２名様１室利用（大人おひとり様あたり）

６泊７日 ６泊７日

ホテル 座席種別 旅行代金 ホテル 座席種別 旅行代金

ＪＲ東海ホテルズ 普通車プラン 105,000 ＪＲ東海ホテルズ 普通車プラン 90,000

グリーン車プラン 120,000 グリーン車プラン 105,000

東急ホテルズ 普通車プラン 95,000 東急ホテルズ 普通車プラン 80,000

グリーン車プラン 110,000 グリーン車プラン 95,000

プリンスホテルズ＆リゾーツ 普通車プラン 135,000 プリンスホテルズ＆リゾーツ 普通車プラン 95,000

グリーン車プラン 150,000 グリーン車プラン 110,000

都ホテルズ＆リゾーツ 普通車プラン 90,000 都ホテルズ＆リゾーツ 普通車プラン 75,000

グリーン車プラン 105,000 グリーン車プラン 90,000

１３泊１４日 １３泊１４日

ホテル 座席種別 旅行代金 ホテル 座席種別 旅行代金

ＪＲ東海ホテルズ 普通車プラン 185,000 ＪＲ東海ホテルズ 普通車プラン 160,000

グリーン車プラン 210,000 グリーン車プラン 185,000

東急ホテルズ 普通車プラン 175,000 東急ホテルズ 普通車プラン 145,000

グリーン車プラン 200,000 グリーン車プラン 170,000

プリンスホテルズ＆リゾーツ 普通車プラン 270,000 プリンスホテルズ＆リゾーツ 普通車プラン 185,000

グリーン車プラン 295,000 グリーン車プラン 210,000

都ホテルズ＆リゾーツ 普通車プラン 165,000 都ホテルズ＆リゾーツ 普通車プラン 130,000

グリーン車プラン 190,000 グリーン車プラン 155,000

２０泊２１日 ２０泊２１日

ホテル 座席種別 旅行代金 ホテル 座席種別 旅行代金

ＪＲ東海ホテルズ 普通車プラン 245,000 ＪＲ東海ホテルズ 普通車プラン 220,000

グリーン車プラン 275,000 グリーン車プラン 250,000

東急ホテルズ 普通車プラン 255,000 東急ホテルズ 普通車プラン 210,000

グリーン車プラン 285,000 グリーン車プラン 240,000

プリンスホテルズ＆リゾーツ 普通車プラン 405,000 プリンスホテルズ＆リゾーツ 普通車プラン 270,000

グリーン車プラン 435,000 グリーン車プラン 300,000

都ホテルズ＆リゾーツ 普通車プラン 230,000 都ホテルズ＆リゾーツ 普通車プラン 170,000

グリーン車プラン 260,000 グリーン車プラン 200,000

別紙２ 

https://www.jrtours.co.jp/plan/tokushu/pass/
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