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報道関係各位 

ニュースリリース 

 

2022 年 5 月 26 日 

川崎キングスカイフロント東急 REI ホテル 

川崎日航ホテル 

ホテルメトロポリタン 川崎 

 

川崎市認証「かわさき SDGs ゴールドパートナー」取得の市内 3 ホテル共同企画 

【川崎三宿】泊まって寄付する社会貢献！3 ホテルから選べる朝食付き宿泊プラン 

2022 年 5 月 26 日（木）より販売開始 

 

川崎キングスカイフロント東急 REI ホテル（神奈川県川崎市川崎区／総支配人 水谷 徳之）、川崎日航ホテル

（神奈川県川崎市川崎区／総支配人 土谷 文明）、ホテルメトロポリタン 川崎（神奈川県川崎市幸区／総支配

人 金田 文典）は、川崎市認証「かわさき SDGs ゴールドパートナー」を取得する 3 つのホテルの共同企画と

して、SDGs 達成に向けた社会貢献を目的とする宿泊プランを、2022 年 5 月 26 日（木）より販売します。 

 

 

本企画は、川崎駅を中心に立地する「川崎キングスカイフロント東急 REI ホテル」「川崎日航ホテル」「ホテル

メトロポリタン 川崎」が新型コロナウイルス感染拡大に伴い大きな打撃を受けたことで、今こそ手を取り合って

地元・川崎を盛り上げ、地域に貢献していきたいという思いから立ち上がりました。 

3 ホテルの共同企画は、「川崎宿」が東海道五十三次の 2 番目の宿場であったことに因み、「川崎三宿（かわさき

さんじゅく）」と命名し、今後も継続した取り組みを行ってまいります。 

 

このたび販売する宿泊プランは、“SDGs と地域貢献”をテーマにしています。宿泊時の朝食が 3 つのホテルか

ら自由に選べるほか、障がいのある人たちのアートによる共生、経済的な自立を支援しながら、地域社会と連携

する活動を行う NPO 法人 studioFLAT（川崎市幸区）の所属アーティストが描いた作品がプリントされた LIMEX

素材のクリアファイルのプレゼント、SDGs をテーマとした各ホテルの特典、川崎市へ売上の一部（お一人様 1 

泊につき 200 円）を寄付するといった社会貢献にもつながる内容です。 

 

 

＜川崎キングスカイフロント東急 REI ホテル 総支配人 水谷 

徳之（左）、川崎日航ホテル 総支配人 土谷 文明（中央）、ホ

テルメトロポリタン 川崎 総支配人 金田 文典（右）＞ 

＜川崎日航ホテル（左）、川崎キングスカイフロント東急 REI ホ

テル（右上）、ホテルメトロポリタン 川崎（右下）＞ 
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【川崎三宿】泊まって寄付する社会貢献！3 ホテルから選べる朝食付き宿泊プラン概要 

 

■ 販売期間：2022 年 5 月 26 日（木）～11 月 30 日（水） 

■ 宿泊期間：2022 年 6 月 1 日（水）～11 月 30 日（水） 

■ 料金： 

●川崎キングスカイフロント東急 REI ホテル 

・スーペリアダブル（19 ㎡） お一人様 11,100 円～（1 室 1 名様利用） 

・スタンダードツイン（19 ㎡） お一人様 7,600 円～（1 室 2 名様利用） 

●川崎日航ホテル 

・モデレートシングル（14 ㎡） お一人様 10,350 円～（1 室 1 名様利用） 

・モデレートツイン（18 ㎡） お一人様 9,000 円～（1 室 2 名様利用） 

・デラックスツイン（プライムフロア 31 ㎡） お一人様 12,870 円～（1 室 2 名様利用） 

●ホテルメトロポリタン 川崎 

・スタンダードクイーン（23 ㎡） お一人様 15,500 円～（1 室 1 名様利用） 

・スタンダードツインルーム（30 ㎡） お一人様 10,000 円～（1 室 2 名様利用） 

※料金にはサービス料・消費税が含まれます。 

■ プラン内容： 

①ご朝食は、以下のレストランよりご自由にお選びいただけます 

・ 川崎キングスカイフロント東急 REI ホテル「Captain's Grill and Bar」 7:00～10:00 

スカイビューの優雅で贅沢なロケーションの中、焼きたてのクロワッサンや朝ステーキが楽しめる和洋

ブッフェ。 

・ 川崎日航ホテル「NATURA」 7:00～10:00 

地元川崎・神奈川の食材を使った地産地消メニューなど、バラエティ豊かに楽しめる和洋ブッフェ。 

・ ホテルメトロポリタン 川崎「Terrace and Table」 6:30～10:00 

「ライブ感と活気に満ちた食のシーン」 をテーマとしたレストランの和洋朝食ブッフェ。 

※宿泊のホテルであれば、追加料金でランチへの切り替えも可能です。 

②環境にやさしい「LIMEX クリアファイル」プレゼント 

石灰石から生まれた新素材“LIMEX”を使用したクリアファイルに、市内で活動する「studioFLAT」の 

所属アーティストが描いたアートをプリントしたオリジナルファイルです。 

③売上の⼀部（お⼀人様 1 泊につき 200 円）を川崎市へ寄付 

寄付先：川崎市健康福祉局 

寄付用途：「障害者福祉の向上」に活用 

④各ホテル特典 

・ インドネシア産ドリップコーヒー「su-re.coffee（シュア・コーヒー）」のプレゼント（川崎キングスカ

イフロント東急 REI、ホテルメトロポリタン 川崎） 

su-re.coffee は、農家から適正な価格でコーヒー豆を購入し、直接的に農家の収入安定・工場に貢献する

コーヒーブランドです。 

収益の一部は現地農家への気候変動スクール開催費用と環境に優しいエネルギーを生成するバイオガス

キットの導入費用に充てられます。 

・ サステナブルなカカオ原料「ココアホライズン認証カカオ」を使用した、無添加チョコレートのクッキ

ーをプレゼント（川崎日航ホテル） 

100%カカオフルーツを原材料とし、添加物を使用せず、カカオそのもののフルーティーな味わいが楽し

める川崎日航ホテルオリジナルのチョコレート菓子。 

■ 宿泊プランのご予約・お問い合わせ 

●川崎キングスカイフロント東急 REI ホテル TEL. 044-280-1090 

プラン URL：https://www.rsv.tokyuhotels.co.jp/cgi- 

bin/ihonex/stay/search_category.cgi?hid=r_TI_KAWAS&search%3Ahid=r_TI_KAWAS&plan_groupcd=IB

EK3H&search=1&form=jp 
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●川崎日航ホテル TEL. 044-244-5941 

 プラン URL：https://www.kawasaki-nikko-hotel.com/news/stay/kawasaki3jyuku 

●ホテルメトロポリタン 川崎 TEL. 044-533-1111 

 プラン URL：https://kawasaki.metropolitan.jp/stay/plan/kawasaki3jyuku.html  

 

【川崎三宿ロゴについて】 

 

綱をよるように、3 つのホテルが手を取り合い川崎への誘客についてアイデアを出し合い、

より強力なパートナーとして発展していくことを表現。水辺の土地柄を表現するため、綱

部分は日本の伝統色「水色（みずいろ）」を採用。 

「三宿」の三については、各ホテルのブランドカラーを用いており、川崎市のロゴと同カ

ラーになっています。 

 

【⼀般社団法人 川崎市観光協会会長 “県下唯⼀の観光カリスマ”斎藤文夫氏より応援メッセージ】 

川崎市を盛り上げる 3 ホテルの企画を応援しています。 

日本の⽞関⼝「⽻田国際空港」に隣接し、観光立件を標榜する神奈川県

の⽞関川崎。江⼾時代から厄除大師の参拝客で賑わい、今また日本の先

端科学技術開発の地域として嘱目される川崎。名刹大師平間寺、川崎浮

世絵ミュージアム、川崎水族館（カワスイ）、東芝未来科学館、北部は

岡本太郎美術館、藤子不⼆雄ミュージアム、日本を代表する⺠家園、観

光都市としてバラエティに富む魅力ある川崎です。 

内外の皆さんのおいでを「川崎三宿」はお待ちしております。 

 

【studioFLAT（スタジオ・フラット）について】 

NPO 法人 studioFLAT は SDGs への取組をアートを通じて行っていま

す。 

「障がいのあるなしに関わらず、皆の魅力を最大限に引き出して、社会

貢献に励む。」を理念に、障がいのある人たちのアートによる共生、経

済的な自立を支援しながら、「障がい者アート」などの特別な呼称をさ

れない社会を SDGs のゴールを目指し活動を行っています。 

 

アートタイトル：MUSIC Colors 

アーティスト：阿部堅太（写真左）※写真右は大平理事長 

●NPO 法人 studioFLAT 

所在地：神奈川県 川崎市幸区 北加瀬 2-11-3 コトニアガーデン新川崎南棟 3F 

https://studioflat.or.jp/ 

 

【各宿泊施設案内】 

●川崎キングスカイフロント東急 REI ホテル 

多摩川が目の前に広がり、対岸の空港では飛行機の発着も見える開放的なホテル。次世代ライフスタイルホテル

として、大浴場など快適な要素も揃う。 
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〒210-0821 神奈川県川崎市川崎区殿町 3-25-11 

アクセス：⽻田空港から車で約 15 分 （シャトルバス運行） 

⽻田空港から電車で 21 分、JR 川崎駅・京急川崎駅から無料シャトルバス約 20 分 

公式サイト URL：https://www.tokyuhotels.co.jp/kawasaki-r/ 

 

●川崎日航ホテル 

川崎の⽞関⼝である JR 川崎駅に隣接した絶好のロケーションで、⽻田空港や東京・横浜のスポットにも好アク

セスなホテル。川崎を代表するにふさわしい交流拠点としてお客様を温かくお迎えいたします。 

 

〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町 1 番地 

アクセス：JR 川崎駅中央東⼝より徒歩約 1 分、京急川崎駅より徒歩約 5 分 

公式サイト URL：https://www.kawasaki-nikko-hotel.com/ 

 

●ホテルメトロポリタン 川崎 

JR 川崎駅隣接のアクセス便利なホテル。プランでご利用いただけるスタンド―ドクイーンは 23 ㎡のゆとりある

空間で、バスとお手洗いがセパレート。バスルームは洗い場が付き、レインシャワーもある。 

 

住所：〒212-0014 神奈川県川崎市幸区大宮町 1-5 

アクセス：JR 川崎駅西⼝より徒歩約 2 分、京急川崎駅より徒歩約 9 分 

公式サイト URL：https://kawasaki.metropolitan.jp/ 

 

【本件リリースに関するお問い合わせ先】 

●川崎キングスカイフロント東急 REI ホテル 販売促進 服部 未来 

TEL. 044-280-1090 FAX. 044-266-1093 E-mail. hattori@tokyuhotels.co.jp 

●川崎日航ホテル マーケティング室 宮崎 学／片山 知子 

TEL.044-233-5957 FAX.044-233-5869 E-mail. kikaku@k.nikkohtl.co.jp 

●ホテルメトロポリタン 川崎 営業企画・広報 豊田 知子 

TEL. 044-533-2125 FAX. 044-533-1127 E-mail. t-toyoda@metropolitan.jp 

 

 

「かわさき SDGs パートナー」は、SDGs（持続可能な開発目標）の達成に向けて取り組む

企業や団体を川崎市が認証する制度です。 

※川崎市ホームページ https://www.city.kawasaki.jp/170/page/0000126044.html 


