
 

  

報道関係各位                 2022 年 1 月 11 日 
  

家族旅行や卒業旅行の新たな形を提案 

「ALL INCLUSIVE ～Stay Hotel, Play Hotel～」 
お部屋でボードゲーム三昧！専用ラウンジやキッズスペースも完備 

ハイアット リージェンシー 東京（所在地：東京都新宿区西新宿 2-7-2、総支配人：稲葉雅之）では、「ホ

テルで遊びつくせ！」をテーマにした新宿泊プラン「ALL INCLUSIVE ～Stay Hotel, Play Hotel～」を、

2022 年 1 月 11 日（火）より室数限定で販売いたします。 

 

コロナ禍における行動制限で家族旅行や卒業旅行など、ご家族やご友人との思い出作りができなかっ

た方に、様々な設備やスペースを導入し、ホテル館内での飲食や遊びを追加料金なしで満喫していただ

ける新たなプランのご提供を開始します。 

 【 客室 】 ・・・ ホテルで過ごす一日を満喫できる、ボードゲームやストリーミング設備を完備！      

客室内には、「カタン」をはじめとする数々のボードゲームを手がける株式会社ジーピー協賛のもと、お

部屋でお楽しみいただける 6 種のボードゲームをご用意しました。さらに、人気のパズルゲーム「ウボン

ゴミニ」1 セットをお持ち帰りいただけます。また、設備としてストリーミングデバイス「Google Chrome Cast」

と Bluetooth 機能搭載のスピーカーを導入。部屋に備え付けの大画面テレビに、ご自身のスマートフォン

からお好きな映像を映して動画や映画を視聴したり、音楽を聴いたりしてお過ごしいただけます。加えて、

部屋の天井いっぱいに投影できる室内用プラネタリウムも完備し、エンターテインメントに溢れた一日を

お過ごしいただけます。 

お食事は、館内レストランのディナーコース（飲み放題付き）、または、プライベート空間でお食事を楽し

めるルームサービスでのディナー（ボトルワイン付き）を追加料金なしでご堪能いただけます。 

 【 専用施設 】 ・・・ 本プラン用のキッズスペース、シアタールームを新設！                   

本プランの宿泊者専用のキッズスペース併設ラウンジや、迫力あるサウンドと大型スクリーンでご自身

のお好きな作品を投影してお楽しみいただけるシアタールームを新設いたしました。 

 

NEWS RELEASE 
 

専用ラウンジ内キッズスペースのイメージ 貸し出しボードゲームのイメージ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大都会・新宿にいながらも豊かな緑が望めるハイアット リージェンシー 東京で、目的に合わせてオリジ

ナルプランを組んで、都会での唯一無二のリゾート体験で思い出を作ってみてはいかがでしょうか。 

【 本プランでご利用いただける設備一覧 】 

 

 

 

 

 
 

モデルプラン 1 ～女子会やカップルでの思い出づくり～      

 

 

 

 

 

 

 

 

DAY1 

2:00 P.M. チェックイン お部屋でウェルカムスイーツと共に一息。 

2:30 P.M. 
シアタールーム 

※予約制 

話題のドラマや推しのアーティストのライブ映像を大型ス

クリーンで鑑賞。 

6:30 P.M. 夕食 ※予約制 
中国料理「翡翠宮」でコース料理を堪能。飲み放題付きなの

で色々なお酒にも挑戦。 

8:30 P.M. リラックスタイム 
お部屋でミニバーの飲み物と一緒にボードゲーム「カタン」

で白熱の一戦。ドラマの続きを見ながら就寝。 

 

DAY2 

8:00 A.M. 朝食 「カフェ」で朝食ブッフェ。 

10:00 A.M. チェックアウト 
少し早めにチェックアウト。ラウンジのコーヒーを片手に新

宿中央公園までお散歩。 

①ALL INCLUSIVE 専用ラウンジ 

ラグとビーズクッションが設置され、新宿中央公園の緑を眺めなが

らゆったり寛げるエリアと、世界の優れた遊び道具を販売する㈱

ボーネルンド監修のキッズスペースをご用意。自由にご利用いた

だけるエスプレッソマシンやソフトドリンクも導入しております。 

②シアタールーム 

大型スクリーンと、クリアでパワフルな重低音サウンドをお楽し

みいただけるスピーカーを備えた予約制のシアタールーム。スト

リーミングデバイスを使用してご自身のスマートフォンからお好

きな作品を投影してお楽しみいただけます。 

⚫ 室外設備・スペース 

・ALL INCLUSIVE 専用ラウンジ（利用無料） 

・シアタールーム（要予約、利用無料） 

・卓球場（一時間利用無料） 

・冷蔵庫内ミニバー（利用無料） 
 

⚫ 客室内 

・㈱GP ボードゲーム・カードゲーム 7 種 

・Google Chrome Cast （ストリーミングデバイス） 

・家庭用プラネタリウム 

・Bluetooth 機能搭載スピーカー 



 

モデルプラン 2 ～家族でプチリゾート気分～      

 

 

 

 

 

 

 

DAY1 

2:00 P.M. チェックイン お部屋でスイーツを堪能しながら作戦会議。 

3:00 P.M. ラウンジ 
大人はコーヒーを飲みながらゆったりと、子どもはキッズス

ペースでおもちゃに夢中。 

6:00 P.M. 夕食 ※予約制 ルームサービスで周りを気にせずゆったりと家族団らん。 

8:00 P.M. 自由時間 

卓球場で子どものピンポンデビュー。パパとママは真剣勝負

を繰り広げ、疲れたママは一足先にお部屋でプラネタリウム

を見ながらのんびり。 

 

DAY2 

7:00 A.M. 朝食 「カフェ」で朝食ブッフェ。 

11:00 A.M. チェックアウト 
お部屋で時間ギリギリまで家族でボードゲームに熱中。 

思わず帰り道にもボードゲームを物色。 

「ALL INCLUSIVE ～Stay Hotel, Play Hotel～」 概要 【１日 6 室限定】      

【予約期間】 2022 年 1 月 11 日（火）～3 月 29 日（火） 

【宿泊期間】 2022 年 1 月 14 日（金）～3 月 30 日（水） 

【料   金】 税サ込 2 名 1 室￥59,411～  ビュールームツイン/キング～ 

【特   典】    本プランに含まれるもの 

① 夕・朝食・ウェルカムスイーツ※１ 

② ㈱GP ボードゲーム・カードゲーム計 7 種※２（客室内） 

③ Google Chrome Cast （ストリーミングデバイス） 

④ 家庭用プラネタリウム(客室内) 

⑤ Bluetooth 機能搭載スピーカー（客室内） 

⑥ 卓球場一時間無料 

⑦ 冷蔵庫内ミニバー無料 

⑧ 専用施設（ALL INCLUSIVE 専用ラウンジ・シアタールーム）利用無料 

【予約方法】  お電話またはオンライン予約 T03 3348 1234 (代表) 

※1 ご朝食はカフェ、ご夕食はカフェ・中国料理「翡翠宮」・ルームサービスからお選びいただけます。（予約制）レストラン

は飲み放題付き、ルームサービスは乾杯用スパークリングワイン(グラス)とボトルワイン（赤または白/1 室）が含まれ

ます。 

※2 ボードゲームはお持ち帰り用（「ウボンゴミニ」）のほか、「カタン」を含む計 6 種からお貸し出しいたします。 

 

 



 

 

 

「ボードゲームの王様」カタンとは？ 

世界のボードゲームを日本に紹介し販売、またボードゲームイベントを企画・運

営している株式会社ジーピーが販売する、世界のボードゲームの中で 3500 万

個以上の販売数を誇るドイツ生まれの超大ヒットゲームです。カタンという無人

島を舞台に、拠点となる開拓地(家)を建ててそこから島全体を開拓していきます。 

小学生（8 才）から遊べるほど簡単なルールでありながら、大人もハマるボード

ゲームの決定版です。 

 

 

               ボーネルンドについて 

ボーネルンドは、あそびを通して子どもの健やかな成長に寄与するため 1981

年に設立し、一貫して“あそびの道具と環境”を提供する事業を展開していま

す。子どもの成長に必要な生活道具としての“あそび道具”を提案し、全国で店

舗を展開。また、子どもが遊ぶ機会を増やすために、親子の屋内あそび場「キド

キド」などの運営を行っています。さらに幼稚園・保育園、公園、自治体などのあ

そび環境づくりも行っています。 

 
 

ハイアット リージェンシー 東京は、世界 69 ヶ国でホテルを展開するハイアッ

ト ホテルズ アンド リゾーツの日本初のホテルとして 1980 年 9 月 15 日に開

業しました。ロビー階から 8 階までが吹き抜けのアトリウムロビーには 、1 1

万 5 千個のスワロフスキー ® ・クリスタルを使用した 3 基のシャンデリアが設

置されており、華やかでエレガントな光を放つホテルのシンボルとなっていま

す。温かさの中にも風合いと質感にこだわった、シンプルでモダンな「和」のテ

イストが感じられる全 746 の客室は、スイートを含む 77 室のリージェンシーク

ラブフロア（エグゼクティブフロア）とスタンダードフロアから構成されています。

東京の中心・大都会にいながらも四季折々の眺めが楽しめる寛ぎの空間と伝

統に培われた確かなサービスで、常にお客様の期待を超えるホテルであるた

めに革新を続けています。 

 

報道関係者お問い合わせ先 
 

ハイアット リージェンシー 東京 

160-0023 東京都新宿区西新宿 2-7-2 

セールス＆マーケティング部 マーケティング課 北野、橋本、羽鳥 

 T 03 5321 3523（直通） F 03 3340 5767（直通） E proffice@hyattregencytokyo.com 

tokyo.regency.hyatt.jp 


