
 

 
 

 

Press Release                         2022 年 3 月 31 日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
伊豆マリオットホテル修善寺や軽井沢マリオットホテルなど、魅力あふれる日本のリゾートデスティネー
ションにある5つのマリオットホテルでは、現在ご提供している宿泊プラン「Play

プ レ イ

＆Work
ワ ー ク

ファミリーワーケ
ーション」の販売期間を2023年3月31日(金)まで延長いたします。  
2020年6月より展開してきました本プランは、テレワークが普及した昨今において、様々な利用シーンでワ
ーカーの皆様にご活用いただいておりました。仕事に集中できる空間とともに、大切な家族と過ごす時間も
創出できるほか、5つのマリオットホテルそれぞれの地域で体験できるリゾートならではのアクティビティ
や自然あふれる環境、温泉、その土地の食材を使用したお食事を満喫し、開放的な気分でお過ごしいただ
けます。 
また、昨年6月上旬から7月下旬までの期間、5つのマリオットホテルにてモニターツアーを実施。初め
てファミリーでのワーケーションを体験された方々から、「ファミリーワーケーションのすばらしさを
実感した」「また帰ってきたいと思える」などとお言葉をいただきました。それぞれのご滞在スタイル
やご利用に関する体験記をwebサイト(https://mthr-promo.com/workation/monitor/)にて掲載しておりま
す。  
自然豊かなリゾート地で、親も子供も楽しめる、充実のワーケーションステイをぜひご堪能ください。 

富士マリオットホテル山中湖 
軽井沢マリオットホテル 

伊豆マリオットホテル修善寺 
琵琶湖マリオットホテル 

南紀白浜マリオットホテル 

5 つのリゾートマリオットホテル 

仕事の時間も家族の時間も両立 

宿泊プラン「Play
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ワ ー ク

 ファミリーワーケーション」を期間延長 
体験された方の宿泊体験記も公開 

期間：2023 年 3 月 31 日(金)まで 

イメージ 

https://mthr-promo.com/workation/monitor/


 

 
 

ご宿泊の方限定でご利用いただける開放的な専用ワー
クラウンジも完備。館内の無料 Wi-Fi でお好きな場所で
仕事することができます。 

22 時間滞在で仕事だけでなく、温泉や食事、アクテ
ィビティなどリゾートステイを満喫していただけま
す。 

宿泊者限定のワークラウンジ「Cozy Works」に 0.007 ㎛
の粒子を 99.99％除去できる空気清浄機「Pure マシー
ン」を設置いたしております。 

旅の思い出など好きな絵を描いていただけるホテル
オリジナルスケッチブックや色鉛筆をプレゼント。
リゾートで過ごした家族との時間を素敵な思い出
に。 

■ご滞在スタイルのご提案 

ご滞在例：琵琶湖マリオットホテル 1泊2日 

1日目 
午後 アーリーチェックイン（14時） 
 大 人：琵琶湖を望む客室や宿泊者専用ワークラウンジで仕事 

お子様：お絵描き 
 ホテルレストランにてご夕食 
 ホテル館内のプラネタリウムを親子鑑賞 

2日目 
午前 ホテルレストランでご朝食 
 大 人：琵琶湖を望む客室や宿泊者専用ワークラウンジで仕事 

お子様：体育館でバドミントン 
午後 レイトチェックアウト（12時） 
 琵琶湖の空を空中散歩「モーターパラグライダー体験」 

※アクティビティはオプションでのご案内となります。 
※アクティビティの営業時間等は変更になる場合がございます。 

 

■宿泊プラン「Play＆Workファミリーワーケーション」について 
都会の喧騒と日常から離れたリゾートで過ごす、新しいライフスタイルの一つであるワーケーション。
家族とともにリゾートならではの体験を通して、思い出に残るひとときをお過ごしいただけます。 
 

   Wi-Fi 完備で仕事に専念できる環境          22 時間滞在でのんびりご滞在 
 

 

 

 

 

  

 

 
 

安心安全な環境                お子さま限定のプラン特典 
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「Play＆Work ファミリーワーケーション」概要 
期 間： ～2023 年 3 月 31 日(金)まで 
対象 施設： 富士マリオットホテル山中湖 

軽井沢マリオットホテル 
伊豆マリオットホテル修善寺 
琵琶湖マリオットホテル 
南紀白浜マリオットホテル 

内 容： ・1 泊朝食、1 泊 2 食、3～6 泊素泊まり 
＜共通＞ 
・アーリーチェックイン 14:00（通常 15:00） 
・レイトチェックアウト 12:00（通常 11:00） 
・貸出用持ち運び可能なテーブル 
・ホテルオリジナルスケッチブック、色鉛筆セット（お子様限定） 
＜朝食付きプラン ※上記＜共通＞にプラス＞ 
・レストランでのご朝食 
＜2 食付きプラン ※上記＜共通＞にプラス＞ 
・レストランでのご夕食、ご朝食 

料 金 例： 軽井沢マリオットホテル 
1 泊朝食 1 名様 大人 19,360 円～、お子様 17,424 円～ 
1 泊 2 食 1 名様 大人 27,625 円～、お子様 24,862 円～ 
6 泊素泊まり 1 名様  大人 88,380 円～ お子様 79,542 円～ 
※上記料金は 1 室 2 名様利用時のサービス料・消費税込みの料金です。別途、入湯税を申し受けます。 
※ホテル・お部屋タイプ・ご利用日により料金は異なります。      

＜ご予約・お問い合わせ先＞  
富士マリオットホテル山中湖 TEL：0555-65-6400 URL： https://www.fuji-marriott.com/  
軽井沢マリオットホテル TEL：0267-46-6611 URL： https://www.karuizawa-marriott.com/ 
伊豆マリオットホテル修善寺 TEL：0558-72-1311 URL： https://www.izu-marriott.com/ 
琵琶湖マリオットホテル TEL：077-585-6100 URL： https://www.biwako-marriott.com/ 
南紀白浜マリオットホテル TEL：0739-43-2600 URL：  https://www.shirahama-marriott.com/ 

 
※同期間、コートヤード・バイ・マリオット 白馬においても「Play＆Workファミリーワーケーション」を販売いたします。 

 

■ファミリーワーケーションモニターツアー体験記について 
700件を超える応募の中から選ばれた6組23名の体験モニターの方々から、2泊
3日のワーケーションモニターツアーの体験記をお寄せいただきました。実際
にワーケーションを体験したゲスト目線での体験記、ワーケーション滞在先
選びの参考にぜひご覧ください。 
https://mthr-promo.com/workation/monitor/ 

 

■ホテルにおける新型コロナウイルス感染拡大防止のための取り組みについて 
 
ホテルでは新型コロナウイルスによる感染症への対策として、お客様ならびに従業員の健康と安全を第一に考
え、またお客様に安心してホテルをご利用いただけけるよう、徹底した感染対策を行っております。 
 
【パブリックスペースの取り組み】 
・ロビーやレストラン、化粧室等へのアルコール消毒液の設置 
・ドアノブやエレベーター内のボタンなどお客様の触れる機会が多い箇所への定期消毒の強化 
・レストランなど席と席の間隔を広げるなどソーシャルディスタンスの確保  など 
【ホテルスタッフへの取り組み】 
・検温など毎日の体調チェック、また、37.0 度以上の発熱や体調が優れない場合は自宅待機 
・体調不良時の行動基準と従業員の健康状態を管理する仕組みを導入  など 
【お客様へのお願い】 
・ご来館時のマスク着用、手指のアルコール消毒のご協力 
・ご宿泊、レストランご利用時の検温実施 など 

温泉ビューバス付 プレミアルーム 
（軽井沢マリオットホテル） 

https://www.fuji-marriott.com/
https://www.karuizawa-marriott.com/
https://www.izu-marriott.com/
https://www.biwako-marriott.com/
https://www.shirahama-marriott.com/
https://mthr-promo.com/workation/monitor/


マリオット・ホテルについて 
世界 65 以上の国と地域において、590 軒以上のホテルとリゾートを展開するマリオット・ホテルは、ゲストがリラック
スし、マインドをクリアにし、新しいアイデアを引き出すお手伝いをしたり、旅行者のニーズを先読みすることで、ゲス
トにひらめきを与え自身のもつポテンシャルをフルに活かせるようにし、滞在中のあらゆる面を通して旅行というものを
進化させています。マリオットはスタイル、デザイン、テクノロジーを融合した「グレートルーム ロビー」や「モバイル
ゲストサービス」を導入するなど、革新的なアイデアで業界をリードしています。詳しい情報は www.MarriottHotels.com
をご覧ください。また、Facebook や Twitter（@marriott）、Instagram（@marriotthotels）でも情報を発信しております。
マリオット・ホテルは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベル・プログラムである Marriott Bonvoy®
（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoy は会員の皆さまに並外れたグローバルブランドポートフォ
リオや Marriott Bonvoy Moments での体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊
数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、MarriottBonvoy.marriott.com
をご覧ください。 
 
 
（本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先） 

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社 事業統括部 広報室 相澤・庵屋敷
あ ん や し き

 
TEL：03-6409-2820  FAX：03-6409-2813  E-mail： public@mt-hr.com 
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