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株式会社ホテルメトロポリタン高崎

開業 40 周年記念プロモーション開催
～be with you

これまでも、これからも～

【2022 年 3 月】高崎 --- 株式会社ホテルメトロポリタン 高崎（群馬県高崎市八島町 222 番地/代
表取締役社長 山田幸秀）は、2022 年 4 月 14 日(木)におかげさまで開業 40 周年を迎えます。ご愛
顧くださったお客さま、地域の皆さまへの感謝の思いを込めた周年プロモーションを 2022 年 4 月から 12 月
までの期間で開催いたします。

周年記念ロゴ・スローガン
＝周年記念ロゴ＝
同じく 2022 年に 40 周年を迎える上越新幹線のシルエット
をモチーフにした記念ロゴ。過去から現在、そして未来への繋
がりを初代の 200 系から現在の E7 系へとシルエットが変わる
様で表現しました。
＝周年記念スローガン＝
「be with you これまでも、これからも。」
40 年という長きに渡り高崎の地で営業を続けてこられたのも
地域の皆さまの応援と、その時代毎に支えたスタッフの力があ
ってこそ。これまでのご縁と、これからのご縁。40 周年の節目
にあらためて沢山のご縁に感謝し、地域の皆さま、スタッフと共
に成長して参ります。
今後展開するプロモーションなどにこの記念ロゴ・スローガンを使用し、周年をお伝えいたします。
ホテルメトロポリタン 高崎
本件に関するお問合せは、ホテルメトロポリタン高崎 広報担当 齋藤まで
〒370-0849 群馬県高崎市八島町 222 番地 TEL 027-326-7982(広報直通) FAX 027-322-1888 E-mail s-saito@metropolitan.jp

P1

【バンケット企画】 西洋料理/日本料理 40 周年記念コース
開業 40 周年を迎え、ご愛顧くださったお客さま、地域の皆さまにお喜びいただけるよう感謝の思いを込めて
西洋料理、日本料理ともに選べるメニューや特典のついた記念コースをご用意いたしました。
大切なお集まりや記念日など、特別な日のお食事にご用命ください。
■料金：6,800 円（税、サービス料込み）
■期間：2022 年 4 月～9 月
■特典：乾杯用スパークリングワインサービス
40 人毎に 1 名料金サービス

西洋料理 40 周年記念コース
メトロポリタン高崎初代総料理長、山崎喜久也と苦楽を
共にした弟子である現総料理長の井田昭彦が、山崎直
伝の王道フランス料理と今日の最新技術を融合させた手
法で、群馬県産食材を活かしたコースメニューを構築。あ
の頃を知るお客さまにはどこか懐かしくも新しい、これからの
お客さまにも、現在の流行とはひと味違った伝統のお料理
を感じていただければ幸いです。開業当初から現在まで受
け継がれる技と心をお楽しみいただき、40 周年の感謝を
皆様にお届けしたいと想いをこめて。
■特典：食後にコーヒーをサービスさせていただきます。

40 周年記念コース 日本料理
季節に合わせた食材を、これまでに培った繊細な技で仕
上げる周年記念限定のお品書き。開業 40 周年期間の
中で何度でもお楽しみいただきたいという想いをこめて、そ
の時々の「美味しい」を集めてお作り致します。長い時間を
共にした群馬県のキャラクター【ぐんまちゃん】モチーフのお
料理も組み込み、見た目も楽しい内容に仕上げました。
共に歩んでくださった皆さまと、これを機に出会うはじめまし
ての皆さまの大切な時間を、是非ホテルメトロポリタン高崎で。
■特典：デザートにホテルオリジナル【ぐんまちゃん羊羹】をお付けいたします。
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【レストラン企画】40 周年記念特別ディナー
地産地消推進店として、群馬県の美味しいものを皆さま
に知っていただきたいとの思いを込めて使い続けた県産の
様々な食材と、海なし県の群馬でも美味しい魚を食べて
いただくために厳選した仕入れルート、時間をかけて磨き
上げた技で仕上げた「レストランの歴史を辿る旅」をコンセ
プトとしたオリジナルコースです。
特典として、レストランマネージャー考案のオリジナルカクテ
ル付きとなっております。
・群馬県奥利根産ギンヒカリのマリネ ブラッスリーローリエ風
ベネディクティン香るアネットソース
・群馬県高崎産えばらハーブ豚未来と赤城鶏のパテ フォアグラ入り
季節の野菜のグレック
・群馬県産きのこのコンソメロワイヤル
・日本海からの幸 食材に合った調理法で
・本日のグラニテ
・上州牛のグリル、ラグー、ブレゼ 三種の料理盛り合わせ
・本日のデザート
・コーヒー
・パン
・オリジナルカクテル
■料金：10,000 円（税、サービス料込み）
■期間：2022 年 4 月～9 月
■特典：40 周年記念オリジナルカクテルサービス
オリジナルカクテル【パーティードレス】
「特別な日のお祝いを、いつもよりちょっとお洒落に」
梅の香りを纏った鮮やかな紅いドレス。口に含むと広が
る、桜とローズのハーモニーをスパークリングワインが
より一層引き立たせる華やかな味わいをお楽しみ下さい。
レシピ考案者：HBA シニアバーテンダー 大澤 亘
※こちらのコースはご予約限定となっております。
※ご予約は前日まで承ります。
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【宿泊企画】開業 40 周年記念宿泊プラン
【朝食付き】1 日4 室限定４０％OFF 開業記念プラン
開業 40 周年を記念し、日ごろの感謝をこめ特別料金の
プランをご用意いたします。40 周年にちなみ、基本料金の
朝食付から 40％割引でご案内させていただきます。室数
限定販売でございますので、ぜひお早めにご予約くださいま
せ。
■対象客室および料金
・スタンダードシングル(15 ㎡ ベッド：120 ㎝×195 ㎝)
通常 15,900 円⇒9,540 円
・デラックスシングル(20 ㎡ ベッド：140 ㎝×195 ㎝)
通常 20,900 円⇒12,540 円
・エコノミーツイン(20 ㎡ ベッド：110 ㎝×195 ㎝)
通常 22,900 円⇒13,740 円
・スタンダードツイン(22～25 ㎡ ベッド：110 ㎝×195 ㎝)
通常 28,800 円⇒17,280 円
・デラックスツイン(22～25 ㎡ ベッド：120 ㎝×195 ㎝)
通常 30,800 円⇒18,480 円
・スタンダードダブル(20 ㎡ ベッド：160 ㎝×195 ㎝)
通常 26,800 円⇒16,080 円
・デラックスダブル(22 ㎡ ベッド：180 ㎝×195 ㎝)
通常 29,800 円⇒17,880 円
・プレミア(25 ㎡ ベッド：160 ㎝×210 ㎝)
通常 32,800 円⇒19,680 円
※料金はいずれも 1 部屋あたりの料金となっております。
※ツインルーム、ダブルルームは 2 名様利用時の 1 部屋
あたり料金となっております。
※料金は朝食付き、消費税・サービス料込となっております。
※ご予約は弊社ホームページから承ります。

■期間：2022 年 4 月～6 月
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【開業 40 周年謝恩価格】憧れのスイートルームでお得に過ごす宿泊プラン【朝食付き】
開業 40 周年を記念し、日ごろの感謝をこめスイートルーム
を特別価格でご案内いたします。
日ごろの喧騒を離れ、落ち着いた空間でやすらぎのひと時を
お楽しみください。
この機会にぜひご予約くださいませ。

■対象客室および料金
・スイートルーム(53 ㎡ ベッド：180 ㎝×195 ㎝)
通常 73,800 円⇒40,000 円

■期間：2022 年 4 月～6 月
ご予約はお電話にて承ります。
【TEL】027-325-3311(代表)

その他、随時周年記念プロモーションをリリースして参ります。
40 周年記念専用ページ：
https://takasaki.metropolitan.jp/feature/40sanniversary.html

ホテルメトロポリタン高崎は群馬県旅館ホテル生活衛生同業組合が作成するガイドラインに基づき感染症対策
を実施しており、群馬県の「ストップコロナ！対策認定店」となっております。
※認定番号：第 6074 号 2020 年 9 月 30 日認定
ホテルメトロポリタン高崎「安心・安全の取り組み」
https://takasaki.metropolitan.jp/topics/covid19takasaki_topix.html
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