修学旅行のご案内

Welcome to TOKYO BAY ARIAKE WASHINGTON HOTEL

いつも、ありがとうのいちばん近くに。
東京ベイ有明ワシントンホテルでは、美味しい食事、居心地の良い客室、
笑顔と温もり溢れるサービスで、大切な思い出づくりをお手伝いしております

マットレスタイプのフローリングルームは靴を脱いでお寛ぎいただけ
友人たちと気兼ねなく過ごすのにおすすめ！

1校1会場で過ごせる専用の食事会場で安心
藤田観光自慢の多彩なお料理をお楽しみください

広々とした宴会場はオリエンテーションなど
様々な用途にご活用いただけます

東京駅から20分、羽田空港から40分と移動も安心安全
話題のスポットへもアクセス良好で、観光･レジャーに最適です

客室エコ清掃の実施など環境保護に向けた取り組みや
ノーマライゼーションを推進し、持続可能な社会の実現に努めております

*ご到着*
ホテル隣接ギャラリースペースなど、入館式会場をご用意いたします
ホテルスタッフがお迎えし、客室や館内についてご案内いたします
《バスでお越しの場合》 ホテル正面玄関で降車いただけます
《電車でお越しの場合》 りんかい線「国際展示場」駅
ゆりかもめ「有明」駅より徒歩3分

*客室*
シングルルームから最大定員4名のフローリングルームまで
学校様の規模に応じてお部屋をご用意いたします
ツインルーム･フローリングルームは各フロア1角収容ですので
学校様でまとまってご滞在いただけて安心です

*夕食*

*朝食*

色とりどりのブッフェ料理やセットメニューなど
ご希望に応じてお召し上がりいただけます
学校様で専用会場をご用意いたします

ホテル自慢の多彩なブッフェ料理でおもてなしいたします
専用会場でご出発前もゆったりとお過ごしいただけます

*ご出発*

*ミーティング･班長会議*
全体ミーティングには宴会場、班長会議にはミーティングルームなど
ご希望に合わせて会場をご用意いたします
オリエンテーションや学習会など、様々な用途に対応できますので
お気軽にご相談くださいませ
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ホテル隣接ギャラリースペースなど、出発式会場をご用意いたします
ホテルスタッフ一同、安全で楽しい旅を祈ってお見送りいたします

ご宿泊地として過ごすだけではなく、ホテルならではの
ホスピタリティや非日常の空間を体感してみませんか？
思い出づくりや学び･体験の場をお手伝いいたします

*フローリングルーム*
●定員:2～4名
●21.5㎡
●ベッド(マットレスタイプ):195㎝×75㎝ 4台

チェスト
クローゼット

●SDGｓ学習プログラム
「SDGｓとは何か」「自分たちにどんなことができるのか」を
ホテルで実際に取り組んでいることから学習し、体験していただけるプログラムです
近隣の学習体験施設とのコラボレーションもございます

靴を脱いでお寛ぎいただけるフローリングのお部屋です
友人たちとのおしゃべりに花が咲きます

●ホスピタリティ体験

*スタンダードツインルーム*
●定員:2名
●21.5㎡
●ベッド:195㎝×110㎝ 2台

フロント、レストラン、客室清掃など…
働くリアルな現場を体感しながら、学習や将来設計にお役立てくださいませ
班別行動のプログラムにおすすめです

チェスト
クローゼット

窓の向こうには都会らしい高層ビル群が見渡せます
夜景も旅の楽しみの一つにどうぞ

その他、学校様のご要望に合わせて
ホテルスタッフがお手伝いいたします
お気軽にご相談くださいませ

*スタンダードシングルルーム*
●定員:1名
●14.5㎡
●ベッド:195㎝×140㎝ 1台

※状況により、ご対応できかねる場合もございます
ご希望の際にはお早めにお問合せくださいませ

チェスト
クローゼット

各フロアの半数以上のご用意がございます
引率だけでなく生徒様のお部屋としてもご利用いただけます
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F (フローリング) ： 定員2~4名 ※マットレスタイプ
P (トリプル) ： 3名
T (ツイン) ： 定員2名 ※10~15はエクストラベッド追加OK(要事前申込)
S (シングル) ： 定員1名
D (ダブル) ： 定員2名
TX (ユニバーサル) ： 定員2~4名 ※正ベッド2台, ソファーベッド2台

その他、トリプルルーム(各階1室)やユニバーサルルームなど
学校様の様々なニーズに応えてお部屋をご用意いたします

美味しいお料理は旅の醍醐味の一つ
藤田観光自慢のシェフたちが
腕によりをかけておもてなしいたします

食事会場としてはもちろん、オリエンテーションや学習会など
様々な用途にご利用いただける宴会場･会議室を完備しております

*宴会場*
*夕食*
●和洋ブッフェ (70名様～)
栄養バランスはもちろんのこと
目にも美味しいお料理で
お腹も五感も満たされます

●3階「アイリス」

(223～669㎡)

規模･用途に応じてセパレート利用が可能です
約5Mの開放的な天井高と大きな窓から射し込む陽光で
和やかにお過ごしいただけます
常設スクリーン＆プロジェクターを活用して
レクリエーションなどにもおすすめです

*会議室*
●3階「ユーカリ」「リンドウ」「カトレア」
「モクレン」「 メープル」
(40～87㎡)

*朝食*

班ごとの学習会やオリエンテーションなどにも
ご利用いただける小会議室です

*レストラン*
●和洋ブッフェ
SDGsと健康に良いメニューを中心に
バリエーション豊かなお食事で
ご出発前のひと時を彩ります

●1階「ジョージタウン」
一般の朝食･昼食･夕食会場です
第二ホールは学校様での貸切利用も可能です
営業時間外には班長会議･反省会などにもご利用いただけます

※朝食の営業時間 (6:30～10:00) の間にお召し上がりくださいませ

1校1会場で安心してお過ごしいただける
専用会場をご用意いたします
食物アレルギーなどご心配な点もお気軽にご相談くださいませ

その他、入館式･出発式や班長会議･反省会など
ご利用人数･お時間に応じてホテル内で場所をご用意いたします
お気軽にお申し付けくださいませ
※宴会場･会議室は有料です
詳細はお問合せくださいませ

※メニューは季節ごとに変わります 1ヶ月前頃のご案内となります
※20名未満の学校様については一般会場内席ブロックでのご用意となります
※日程や予約状況により専用会場をご用意できかねる場合もございます
ホワイエ
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都心エリア
日本銀行･省庁など日本の政治経済の中心や
銀座･日本橋などの風情を感じる街並み、
歌舞伎座や東京ドームなど活気溢れるエンタメの
街と東京随一の名所が勢揃い

東京ベイ有明ワシントンホテルでは、社会の一員として
持続的な社会の実現を目指すべく環境保護や多様性の実現に向けた
取り組みを推進しております

●東京駅まで・・・
りんかい線「国際展示場」駅より約20分
●皇居まで・・・
バスで約25分
●国会議事堂まで・・・
バスで約20分

下町エリア
アメ横商店街や浅草寺など古き良き下町情緒から
東京スカイツリーやサンシャインシティなど
新しいムーブメントの発信地まで
発見と魅力に満ちたエリアです

●東京スカイツリーまで・・・
バスで約25分
●上野動物園まで・・・
バスで約25分
●池袋サンシャインシティまで・・・
りんかい線「国際展示場」駅より約33分

●「エコ清掃」の推進
地球環境保護のため、お客様のご理解･ご協力のもと
連泊利用の客室清掃･ベッドメイクをせずタオル交換･ごみ捨て･アメニティ補充のみ
とする「エコ清掃」を推進しております
清掃やクリーニングにかかるエネルギー使用量を抑えることで
お客様と共にCO2削減に取り組んでまいります

●プラスチック製ストローの廃止
世界的に問題となっている海洋汚染に対する取り組みとして
レストラン･宴会場でご提供するストローを
紙製または生分解性プラスチック製ストローに切り替えました

●ブッフェ料理のフードロス削減
まだ十分に食べられる食べ物が捨てられてしまう問題「フードロス」
これを解消するため、来店状況を見ながら料理の補充をし
営業終了30分前には料理を小皿に盛り替えて提供しております

東京ディズニーリゾート
ホテル最寄り駅より電車で約15分
バスで約20分と絶好の立地
一日めいっぱい遊べます

●ノーマライゼーションの推進
「障がいのある方もない方も、その人らしさを認め合いながら共に生きる」
というノーマライゼーションの考え方に基づき、体の不自由な方やご高齢の方に
適切な理解のもと行動できる人材を育成しております

劇団四季
ホテルより徒歩10分程に位置する有明ガーデンの
一角に、劇団四季の新たな専用劇場が
2021年9月にNEW OPEN！
究極のエンターテインメントを
五感で堪能してください

臨海エリア

●‟SDGs探求学習の街-有明”プロジェクトへの参画
有明地区内の校外学習施設と共に、子供たちの学びを濃く深くするための
‟SDGｓ探求学習の街-有明”プロジェクトが発足しました
ホテルの強みであるホスピタリティ面から、各施設で得た体験について
泊まって考え、次に繋げるアクションを起こしていく機会を創ります

ホテル近辺には日本科学未来館などの学習体験施設や
キッザニア東京などのレジャースポットなど
大人から子供まで楽しめる名所が満載
班別行動にもってこいのエリアです

★★りんかい線･ゆりかもめ沿線には…
レゴランドディスカバリー東京、キッザニア東京、
船の科学館、豊洲市場、レインボーブリッジ など見所満載!!
さらに東京湾をクルージングできる水上バスや観光周遊バスの
乗り場(東京テレポート駅前)も近くて便利です
★★

”SDGs探究学習の街 - 有明”プロジェクト参加施設
●防災のSDGｓ：そなエリア東京
徒歩5分

「東京臨海広域防災公園」内

●ものづくりのSDGｓ：パナソニックセンター東京
徒歩3分

「TOC有明」隣り

●1/80の世界のSDGｓ：SMALL WORLDS TOKYO
徒歩12分

「有明テニスの森公園」向こう

● 電車で ●
◆りんかい線「国際展示場」駅 下車

徒歩 3分

*東京駅 より JR京葉線「新木場」駅 にて乗り換え 15分
*品川駅 より JR山手線「大崎」駅 にて乗り換え 16分
*浜松町駅 より 東京モノレール「天王洲アイル」駅 にて乗り換え 21分
*新宿駅 より JR埼京線(直通) 25分
*羽田空港 より 東京モノレール「天王洲アイル」駅 にて乗り換え 43分

◆新交通ゆりかもめ「有明」駅 下車 徒歩 3分
*豊洲駅 より 6分
*新橋駅 より 24分
*押上駅 より 都営浅草線「新橋」駅 にて乗り換え 47分

● バスで ●
◆首都高湾岸線 千葉方面より 5分
有明ランプ(西行き出口) → 有明二丁目 にて左折
→ フェリー埠頭入り口 にて左折
→ 東京ビッグサイト正門 を150ｍ直進
→ 有明セントラルタワー手前 にて左折 ホテル正面玄関へ

◆首都高湾岸線 大井方面より 6分
臨海副都心ランプ(東行き出口) → お台場中央 にて右折
→ 青海一丁目 にて左折
→ あけみ橋 を渡り 東京ビッグサイト前を通過
→ 有明セントラルタワー手前 にて左折 ホテル正面玄関へ
ホテル正面玄関にてバス乗降が可能です
当日の状況により、りんかい線「国際展示場」駅前バスロータリーでの
乗降をお願いする場合がございます
※当ホテルにはバス駐車場はございません 別途手配をお願いいたします
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東京ベイ有明ワシントンホテル
〒135-0063 東京都江東区有明3-7-11
ＴＥＬ 03-5564-0111
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鉄筋21階建て

Ａ. あいにくホテルにバス駐車場はございません。
お手数ですが、別途手配をお願いいたします。

Ｑ. 部屋割りはいつもらえますか？

Ａ. ご予定の1ヶ月前頃にお送りいたします。
1ヶ月半前までにクラスごと･男女別の人員をお知らせくださいませ。

Ｑ. フロア貸切はできますか？

Ａ. 原則、フロア貸切でのご予約は承っておりません。
学校様の規模･予約状況によりご相談させていただきます。

Ｑ. 同じフロアに一般客や他校は
入りますか？

Ａ. 各階の半数以上がシングルルームのため、一般客と同フロアになる
場合がございます。
その際には、学校様の間には入らないよう
あらかじめ配慮してお部屋割りさせていただきます。
また同宿他校様とは別フロアでお部屋割りさせていただきます。

Ｑ. モーニングコールは
お願いできますか？

Ａ. 各客室の備え付け時計にてご自身でセットしていただけます。
ホテルでの一括セットはできかねます。

Ｑ. 入館式や出発式はできますか？

Ａ. ホテル内にて人数･スケジュールに応じて場所をご用意いたします。
他校様や一般のお客様のご利用に応じてご調整いたしますので
お早めに行程をお知らせくださいませ。

Ｑ. 班長会議や反省会の
場所はありますか？

Ａ. ホテル内にて人数･スケジュールに応じて場所をご用意いたします。
他校様や一般のお客様のご利用に応じてご調整いたしますので
お早めに行程をお知らせくださいませ。

Ｑ. アレルギー対応やミキサー食対応は
できますか？

Ａ. 個別の対応や個別盛りなど柔軟に対応させていただきます。
ご心配なことやご要望などお気軽にお問合せくださいませ。

Ｑ. 事前に荷物を送ることはできますか？

Ａ. ご到着前のお荷物搬入は可能です。
搬入業者･時間(10:00～14:00)などの詳細をお知らせくださいませ。
なお、個別のお部屋入れはできかねます。

Ｑ. 荷物の配送サービスはありますか？

Ａ. ヤマト便の定期集荷がございます。
伝票をご入用の際にはお早めにお申し付けくださいませ。
(着払いのみ･日時指定は不可)

Ｑ. 貴重品は預けられますか？

Ａ. フロントにて学校様一括預りが可能です。
保管袋は簡易の回収袋をご用意可能です。
なお、客室内に金庫はございません。

Ｑ. 大浴場はありますか？

Ａ. あいにくホテル内に大浴場はございません。
入浴は各客室のユニットバスをご利用くださいませ。

Ｑ. ナイトウェアやスリッパは
館内で利用できますか？

Ａ. 客室内でのみご利用いただけます。

Ｑ. 少人数の学校の受け入れは
可能ですか？

Ａ. もちろん可能です。
日程･人数をお問合せくださいませ。

6基 (各定員20名)
1階 (ロビー･フロント･レストラン･クローク･会員ラウンジ)
3階 (宴会場)
4～19階 (客室) ※5･8･11･14･17階に製氷機 4階にコインランドリー (洗濯機･乾燥機 各3台) あり
20階 (ビジネスラウンジ「The HUB」)
売店なし (1階にコンビニエンスストア「デイリーヤマザキ」あり)
各階エレベーターホールに自動販売機あり (撤去･停止不可)
830室 (シングル 592室･ツイン 179室・トリプル 16室・ダブル 7室・フローリング 36室) ／ 1,156名
カードタイプ (オートロック／部屋番号非表示)
客室ドアノブの認証センサーにかざして解錠
引率用スペアキーあり
室内ドア横のキーホルダーにルームキーを差し込んで電源ON
全室冷暖房あり (全館一括調整のため冷暖房の切替･温度調節は不可)
全室加湿空気清浄機あり
全室完備 (ユニットバス / 温水洗浄付トイレ)
バスタオル･フェイスタオル･シャンプー･リンス･ボディーソープ･歯ブラシセット･ヘアブラシ･剃刀･
ドライヤー･ナイトウェア･スリッパ･コーヒー&お茶･マグカップ
(剃刀･ナイトウェア･スリッパ･コーヒー&お茶は撤去可能) ※ナイトウェア･スリッパは客室内でのみ利用可
全室あり (有料放送カット･案内撤去可)
全室あり (中身は空)
全室あり (電気ケトル 撤去可)
全室あり (外線･内線ともにカット不可 モーニングコール不可)
全室LAN･無料Wi-Fiあり
非常階段が各階3箇所あり
全室火災報知機あり ／

各フロア防火扉・消火栓・消火器設置あり

非常放送のみ
ホテル横 イーストプロムナード
常駐警備員及びホテルスタッフ
部屋内に金庫はなし / フロントにて一括預かり可能 （当館にて簡易的な回収袋のご用意可）
到着前搬入･出発後搬出可 (事前に業者･時間をお知らせくださいませ) ※お部屋入れは不可
ヤマト運輸 （着払いのみ対応可能）
りんかい線「国際展示場」駅／新交通ゆりかもめ「有明」駅･「東京ビッグサイト」駅
●東京湾岸警察署

〒135-0065 東京都江東区青海2-7-1

TEL03（3570）0110

●深川消防署

〒135-0042 東京都江東区木場3-18-10

TEL03（3641）0119

●江東区保健所

〒135-0016 東京都江東区東陽2-1-1

●昭和大学 江東豊洲病院 〒135-8577 東京都江東区豊洲5-1-38

営業許可

Ｑ. バス駐車場はありますか？

ＦＡＸ 03-5564-0525

旅館業営業許可証
レストラン営業許可証
宴会場営業許可証

9江深衛環き 第１号（H11.6.22発行）
26江健生食 第523号（R3.6.15発行）
26江健生食 第524号（R3.6.15発行）

TEL03（3647）5855
TEL03（6204）6000

その他ご要望やご心配な点などお気軽にお問合せくださいませ
生徒･児童の皆様にとってかけがえのない思い出となりますよう
ホテル一同精一杯お手伝いさせていただきます
皆様のお越しをお待ちしております

東京ベイ有明ワシントンホテル

