
 

報道関係各位          

 2020 年 5 月 28 日 

 

マイステイズ・ホテル・グループ 北海道エリア 7 施設 

3 密回避の”新しい生活様式” 研修・会議/宴会プランの販売開始 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マイステイズ・ホテル・グループの北海道エリア内 7 施設、函館国際ホテル・ホテルノルド小樽・アートホテル旭川・ホテルマイステイズプ

レミア札幌パーク・ホテルマイステイズ札幌アスペン/札幌中島公園/函館五稜郭では、緊急事態宣言解除発表に伴い、密閉・密

集・密接の 3 密を回避する対策を備えた新しい会議・研修/宴会プランの販売を開始いたします。 

 

上記 7 施設では、会議・宴会会場のご利用に際し、ソーシャルディスタンスに配慮したテーブルセッティングにレイアウトを特別編成

し、ご利用人数に対して広めの会場を特別価格でご用意いたします。 

各施設では、担当スタッフによる徹底した除菌・消毒を行い、会議・宴会会場内の空間除菌、行動範囲にある備品または直接

手に触れる箇所をスタッフが定期巡回し除菌消毒、また会場内の椅子や机、ホワイトボードやハンガーなどの備品除菌も徹底して行

なっております。会議・宴会利用に合わせた宿泊・お食事、懇親会などの着席・個々盛りスタイルのパーティー利用など用途に合わせ

た組み合わせでご利用いただけます。 

 

リモートワークやオンラインミーティングに並ぶ新しい選択肢、「3 密回避の新しい会議・研修/宴会プラン」、様々な用途で対面でき

る機会創出にお役立て頂ければ幸いです。 

   

 

「3 密回避・新しいセミナー/宴会プラン」概要 

販売期間:2020/5/26~8/31  

密閉・密集・密接〜3 密回避対策＜共通対策＞: 

⚫ ソーシャルディスタンスに配慮したテーブルセッティング 

⚫ 巡回除菌（スタッフによる定期巡回で行動範囲内の備品・直接手に触れる箇所の消毒） 

⚫ 手指消毒剤の設置（ホテル入り口・フロントロビー・レストラン） 

⚫ 会場内備品の除菌（椅子・机・ホワイトボード・マーカー・ハンガー・各種スイッチなど直接手に触れる箇所の消毒） 

⚫ スタッフのマスク着用 

⚫ 換気対策の徹底による密室回避（ドアや窓などの開放） 

⚫ 特別料金:広いお部屋を 3 密対策レイアウトで特別料金設定(各店舗宛にお問い合わせください) 

⚫ 宿泊・食事/宴会利用も応相談 



＜北海道エリア内対象施設＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜函館国際ホテル＞  

会議・宴会会場:14 タイプ  

天平（鳳凰・白凰）（861 ㎡）高砂（末広・青柳）（513 ㎡）アクアマリン（A・B・C）（153 ㎡）サンゴ(47 ㎡) ルビー(45 ㎡) パール(40 ㎡)  

スカイバスケット(148 ㎡) ミーティングルーム A~C (17 ㎡) ミーティングルーム D~E (18 ㎡) 

◆函館市内で最大級の規模を誇るバンケットホールは着席ディナー形式で最大約 500 名様がご利用可能 / 国際会議・展示

会・セミナーなど各種大型催事に対応 /3 密回避対策のレイアウトでは自治体発表のガイドラインに合わせ最大 50 名〜100 名

までの定員制限に応相談 

◆客室 435 室、天然温泉 展望大浴場「汐見の湯」、山海の幸に恵まれた四季折々のメニュー 

お問い合わせ:TEL 0138-23-6161【宴会予約直通】  /メールアドレス: hakodate-kokusai@mystays.com 

ホテルウェブサイト https://www.hakodate-kokusai.jp/ 

 

＜ホテルノルド小樽＞ 

会議・宴会会場:4 タイプ  

ヴェンターナ*（100 ㎡）シズル*（180 ㎡）小会議室 1~2（9 ㎡・12 ㎡） 

*ヴェンターナ、シズルは大きな窓から小樽運河を見下ろす抜群のロケーションを備えた会場 

※レストラン「Sizzle シズル」はランチタイムに 3 密を回避したテーブルオーダー式でビュッフェの営業再開予定 

◆ご希望に応じてお料理の個人盛り対応を承ります 

◆お弁当や焼き菓子セットのお持ち帰り承ります 

◆客室 98 室、窓外に旧小樽倉庫や小樽運河の絶景ロケーション、最上階には運河を見下ろすロケーションのバー【Duomo 

Rosso】 

お問い合わせ:TEL 0134-24-0500  / メールアドレス: nord-otaru@mystays.com 

ホテルウェブサイト https://www.hotelnord.co.jp/  

 

＜アートホテル旭川＞ 

会議・宴会会場:17 タイプ  

ザ・ウエストルーム（540 ㎡）ザ・イーストルーム（417 ㎡）アザレア（78 ㎡）ローアン（117 ㎡）バンジー（104 ㎡）ライラック（156 ㎡）コスモス（72 ㎡）

ボールルーム I + II（960 ㎡）ハマナス（122 ㎡）BIZ ルーム I・II（132 ㎡・130 ㎡）ボードルーム I・II（42 ㎡・32 ㎡）平安 桃山(93 ㎡) 大和 弥生

(101 ㎡) 

◆宴会料理の盛り付け:個々盛り対応 

◆お弁当（和・洋）お持ち帰り/ お土産に焼き菓子・ケーキのお持ち帰り 承ります 

https://www.hakodate-kokusai.jp/
https://www.hotelnord.co.jp/


◆客室 265 室、最上階の「北海道スカイテラス MINORI」、和食処「嵐山」、ホテルベーカリー＆パーティースリー/カフェ「リラ」 

※「北海道スカイテラス MINORI」感染防止対策を踏まえランチビュッフェ再開予定 

◆小規模会合から大型コンベンションまで様々なシーンに応じた宴会合に対応 

お問い合わせ:TEL 0166-25-8811  / メールアドレス: art-asahikawa@mystays.com 

ホテルウェブサイト https://www.art-asahikawa.com/  

 

＜ホテルマイステイズプレミア札幌パーク＞ 

会議・宴会会場:4 タイプ  

バンケットルーム ポプラ 東＋西（260 ㎡）バンケットルーム リラ 南＋北（175 ㎡） 

◆宴会料理の盛り付け:個々盛り対応可 

◆スクリーン・プロジェクター・Wi-fi 無料 

◆テイクアウトメニュー有り 「Farm to Table TERRA」 / 「うなぎ 仲じま」 

◆札幌市の中心部、地下鉄「中島公園」駅より徒歩 2 分、天然温泉大浴場完備 

お問い合わせ:TEL 011-512-8256 （9:00〜18:00） / メールアドレス: fb.sapporopark@mystays.com 

ホテルウェブサイト https://www.mystays.com/hotel-mystays-premier-sapporo-park-hokkaido/ 

 

＜ホテルマイステイズ札幌アスペン＞ 

会議・宴会会場:6 タイプ  

アスペン A＋B（346.9 ㎡）エルム（70.5 ㎡）メイプル（53.7 ㎡）アカシア (52 ㎡) 

◆札幌駅北口より徒歩 2 分、地下鉄南北線さっぽろ駅より徒歩 5 分 

◆客室はシングル・ダブル・ツイン・のほか 4 台のベッドを備えたクァルテットルーム 

お問い合わせ:TEL 011-700-2266（宴会予約直通）  / メールアドレス: Sapporo-aspen@mystays.com 

ホテルウェブサイト https://www.mystays.com/hotel-mystays-sapporo-aspen-hokkaido/  

 

＜ホテルマイステイズ札幌中島公園＞ 

会議・宴会会場:1 タイプ  

宴会場（190 ㎡） 

◆中島公園に面したレストラン・バンケット「ラ・ファソン」の各種宴会・結婚式 / ウエディング専用に作り込まれたフロア、全て貸切

可能 / テーマに合わせてパーティースタイルや装飾、アイテムの持ち込みや開始時間もすべて自由に組み立て可能 

お問い合わせ:TEL 011-512-0222  /メールアドレス: info@lafacon.net 

 

ホテルウェブサイト https://www.mystays.com/hotel-mystays-sapporo-nakajima-park-hokkaido/ 

 

＜ホテルマイステイズ函館五稜郭＞ 

会議室:2 タイプ  

大会議室（68 ㎡）中会議室（27 ㎡） 

◆会議や展示会、企業説明会など小規模から最大 36 名様までの中規模イベントに対応 

◆ビジネス・観光拠点に便利な立地、路面電車「五稜郭公園前」停留所より徒歩 1 分 

お問い合わせ:TEL 0138-30-2111  / メールアドレス:hakodate-goryokaku@mystays.com 

ホテルウェブサイト https://www.mystays.com/hotel-mystays-hakodate-goryokaku-hokkaido/ 

 

◆法人のお客様 

【お問い合わせ】 TEL:03-6866-4343 受付:月曜〜金曜 9:00~18:00  /  ウェブサイト https://www.mystays.com/mice/ 

 

 

 

 

マイステイズ・ホテル・マネジメント  https://corporate.mystays.com/ 

マイステイズ・ホテル・グループ  https://www.mystays.com/ 

 

MYSTAYS COLLECTION 

北海道から沖縄まで、ご親族・ご友人の集う旅行や宴会・ご婚礼、企業の周年記念パーティーなど地元で愛されてきたコミュニティホテル。リ

ゾートや温泉ステイ、地元食材を楽しむレストランと共にご利用いただいております。 

https://www.art-asahikawa.com/
https://www.mystays.com/hotel-mystays-premier-sapporo-park-hokkaido/
https://www.mystays.com/hotel-mystays-sapporo-aspen-hokkaido/
mailto:info@lafacon.net
https://www.mystays.com/hotel-mystays-sapporo-nakajima-park-hokkaido/
https://www.mystays.com/hotel-mystays-hakodate-goryokaku-hokkaido/
https://www.mystays.com/mice/
https://corporate.mystays.com/
https://www.mystays.com/


北海道❸ホテルノルド小樽、ホテルソニア小樽、函館国際ホテル 秋田❺天然温泉 田沢湖レイクリゾート、プラザホテル山麓荘、プラザホテル 山麓荘、駒ヶ岳グランドホテ

ル、和心（なごみ）の宿 姫の湯 栃木❶ホテルエピナール那須 群馬❷草津温泉大東舘、草津温泉ホテルリゾート 長野❶蓼科グランドホテルリゾート 千葉❶白浜オーシャ

ンリゾート 奈良❶奈良ロイヤル 香川❶リゾートホテルオリビアン小豆島 福岡❶別府亀の井ホテル 沖縄❶フサキビーチリゾート ホテル&ヴィラズ（石垣島） 

 

ART HOTEL 

ビジネスや観光の拠点として、国内の主要都市でさまざまなライフスタイルイベントに対応するフルサービスホテル。結婚式・謝恩会・歓送迎

会などの各種パーティーやコンベンションなど、宴会・バンケットホールのほか、オールデイダイニングやレストラン・カフェ・ベーカリーな

どを備え、幅広いお客様にご利用いただいております。 

北海道❶アートホテル旭川 青森❷アートホテル青森、アートホテル弘前シティ 岩手❶アートホテル盛岡 新潟❷アートホテル新潟駅前、アートホテル上越 大阪❶アート

ホテル大阪ベイタワー（空庭温泉 OSAKA BAY TOWER グループホテル） 福岡❶アートホテル小倉 ニュータガワ 大分❶アートホテル大分（2019.4/1 運営開始） 鹿児島

❶アートホテル鹿児島（2019.9.30 運営開始) 沖縄❶アートホテル石垣島 

 

HOTEL MYSTAYS PREMIER 

国内主要都市を中心にアクセス便利な立地と「ホテルマイステイズ」のモダンコンフォートスタイルにロビーやラウンジ、オールデイダイニン

グやフィットネス施設などロケーションに合わせた付帯施設を備えています。 

北海道 (札幌)  東京 (大森、浜松町、赤坂 ) 千葉 (成田) 石川 (金沢) 大阪 (堂島) 

 

HOTEL MYSTAYS 

ビジネスやプライベートで旅をする方に「自分の部屋で暮らしているような」くつろぎと利便性を兼ね備えたホテル。 

北海道・青森・栃木・千葉・東京・神奈川・山梨・静岡・愛知・石川・京都・大阪・愛媛・福岡・大分・鹿児島、各都道府県のビジネス・観光の拠点となる都市で展

開しています。 

 


