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これからの時代のワーク・ライフ・バランスを考える3企画を展開 

「Find
ファインド

 your
ユ ア

 Style
ス タ イ ル

キャンペーン」を開始 
期間：2022年10月1日(土)～12月31日(土)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツ株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：伊達美和子）は、
自社で運営する国内ホテル 10 施設にて、2022 年 10 月 1 日(土)より、「Find

ファインド
 your

ユ ア
 Style

スタイル
キャンペー

ン」と題し、皆様の健康的なワーク・ライフ・バランスを応援する 3 つの企画を展開いたします。 

近年、ワーケーションの広まりや、企業の週休 3 日制の導入、副業の解禁など、働き方や余暇の過ご
し方の多様性が広がっています。さらに、今年 10 月 1 日より「産後パパ育休（出生時育児休業）」の
制度が新設され、一人一人に合ったワーク・ライフ・バランスの追求が注目されています。そんな中、
森トラスト・ホテルズ＆リゾーツが運営する各ホテルでは、「Find your Style キャンペーン」と題し、
自分らしいワークスタイルや、ライフスタイルを応援する企画をご提供いたします。赤ちゃんとの新
たなライフステージを踏み出すパパ・ママに向けた宿泊プラン「ベビーフレンドリープラン」の対象
ホテルを拡大するほか、週休3日を取り入れた働き方を応援する宿泊プラン「Long

ロ ン グ
 Weekend
ウ ィ ー ク エ ン ド

 Escape
エ ス ケ ー プ

」を新たに発売、さらにテレワーカーなど働く場所を問わないワーカーの方へ「ワ―ケーションプラ
ン利用者へのプレゼント企画」もご用意し、リゾートで快適にお過ごしいただける企画です。 

森トラスト・ホテルズ＆リゾーツでは、今後も観光業界を担うホテル事業者として、時代の流れ
に沿った企画を検討・推進し、地域やご利用いただく皆様のワーク・ライフ・バランスをサ
ポートしてまいります。 



「Find your style キャンペーン」概要 
期間： 2022 年 10 月 1 日(土)～12 月 31 日(土)  
キャンペーン内容： ・宿泊プラン「ベビーフレンドリープラン」 

・宿泊プラン「Long Weekend Escape」 
・「ワ―ケーションプラン利用者へのプレゼント企画」 

参画ホテル： 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 
コートヤード・バイ・マリオット 白馬 
リゾートホテル ラフォーレ那須  
ラフォーレ倶楽部 箱根強羅 湯の棲  
ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭  
ホテルラフォーレ修善寺 

公式WEBサイト： https://www.mthr-promo.com/work-life-balance/index.html 
※企画によって参画ホテルが異なります。詳しくは公式WEBサイトをご確認ください。 

 

■パパ・ママもスマイルチャージ！「ベビーフレンドリープラン」について                      
2022 年 10 月より開始される「産後パパ育休」制度をきっかけに、
ますます注目が集まるワーク・ライフ・バランス。朝から晩までお
子様と一緒に過ごすことができる貴重な育休期間や子育て期間を
機に旅に出かけることで、思い出に残るひとときをお過ごしくださ
い。 
「ベビーフレンドリープラン」概要 

期間： 2022 年 10 月 1 日(土)～12 月 31 日(土)  
内容： ・和室または和洋室など選べるお部屋でのご宿泊 

※お部屋のタイプはホテルによって異なります詳しくはお問合せください。 
 ・レストランでのご夕食（2食付プランのみ） 
 ・レストランでのご朝食 

・ベビーアメニティ 
・ホテルクレジット 
・当日キャンセル料無料 
・お祝いケーキ or スイーツプレート （2 食付プランのみ） 
・チェキでの撮影サービス（2食付プランのみ） 

料金： 1泊朝食付プラン 1名様20,648円～（2名1室ご利用時） 
1泊2食付プラン 1名様26,250円～（2名1室ご利用時） 

※上記料金はサービス料・消費税込の料金です。別途、入湯税を申し受けます。 
※料金はご利用ホテル、ご利用日により異なります。詳しくはお問い合わせください。 
※ホテルクレジットの金額はホテルにより異なります。詳しくはお問い合わせください。 

https://www.mthr-promo.com/work-life-balance/index.html


■週休 3 日のワーカーへ「Long Weekend Escape」                       
新たな働き方として、週休 3 日制を取り入れる企業が増加してきた
昨今。平日にお泊りの方限定で特典をご用意。週末と絡めて平日も
休むことで、長めの週末休暇をリゾート地でお楽しみください。 
 
「Long Weekend Escape」概要 

期間： 2022 年 10 月 2 日(日)～12 月 25 日(日) の金曜・日曜泊限定および 10/10 泊 
内容： ・和室または和洋室など選べるお部屋でのご宿泊 

※お部屋のタイプはホテルによって異なります。詳しくはお問合せください。 
 ・レストランでのご朝食 

・金曜泊：アーリーIN13:00 
 �南紀白浜マリオットホテルのみアーリーIN14:00 でのご案内となります。 

・日曜泊：レイト OUT12:00 
料金： 1泊朝食付プラン 1名様7,950円～（2名1室ご利用時） 
※上記料金はサービス料・消費税込の料金です。別途、入湯税を申し受けます。 
※料金はご利用ホテル、ご利用日により異なります。詳しくはお問い合わせください。 

 
■ワ―ケーションプラン利用者へのプレゼント企画                   
期間中、ワーケーションプランをご利用の方限定で、ＯＮ・ＯＦ
Ｆ切り替えに最適なアイテムをプレゼント。働き場所を選ばな
いワーカーたちをサポートいたします。 
 
「ワ―ケーションプラン利用者へのプレゼント企画」概要 

期間： 2022 年 10 月 1 日(土)～12 月 31 日(土)  
ご利用条件： ・ワーケーションプランでのご宿泊 
内容： ・チョコレート 2 個（お一人様につき） 

・ほっとアイマスク 1 個（お一人様につき） 
 

 
《ホテルご利用に関するお問い合わせ先》 
富士マリオットホテル山中湖  TEL：0555-65-6400(代表) URL： https://www.fuji-marriott.com/ 
軽井沢マリオットホテル    TEL：0267-46-6611(代表) URL： https://www.karuizawa-marriott.com/ 
伊豆マリオットホテル修善寺  TEL：0558-72-1311(代表) URL： https://www.izu-marriott.com/ 
琵琶湖マリオットホテル  TEL：077-585-6100(代表) URL： https://www.biwako-marriott.com/ 
南紀白浜マリオットホテル   TEL：0739-43-2600 (代表) URL： https://www.shirahama-marriott.com/ 
コートヤード・バイ・マリオット 白馬 TEL：0261-72-8511(代表) URL： https://www.cyhakuba.com/ 
リゾートホテル ラフォーレ那須 TEL：0287-76-1811(代表) URL： https://www.laforet.co.jp/nasu/ 
ラフォーレ倶楽部 箱根強羅 湯の棲 TEL：0460-82-2121(代表) URL： https://www.laforet.co.jp/gora/ 
ラフォーレ倶楽部 伊東温泉 湯の庭 TEL：0557-37-3133(代表) URL： https://www.laforet.co.jp/ito/ 
ホテルラフォーレ修善寺       TEL：0558-72-3311(代表) URL： https://www.laforet.co.jp/shuzenji/ 
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■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 

 
 

【本件に関する報道関係の皆様からのお問合せ先】 

森トラスト・ホテルズ&リゾーツ株式会社 広報室 相澤・庵屋敷(あんやしき) 
〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー 

TEL： 03-6409-2820 / E-Mail： public@mt-hr.com 
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