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TEL：03-5285-1121(代) ／ FAX：03-5285-4321

〒169-8613 東京都新宿区戸塚町1-104-19
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RIHGA ROYAL HOTEL TOKYO

教育旅行研修プログラムのご案内

リーガロイヤルホテル東京

受入担当：妹尾



教育旅行お取り扱い旅行会社の皆様

リーガロイヤルホテル東京における、

教育旅行でのご利用時にお役に立てるポイントをまとめました。

教育旅行ご利用時のお役立ちポイント

・広いロビーを集合スペースとしてお使いいただけます。

・「新宿区」という都心でありながら、早稲田大学に隣接するなど、

落ち着いた周辺環境に立地。

・ご宿泊中は、皆様が快適にお過ごしいただけるよう、

・私立大学の雄“早稲田大学”へは徒歩3分。

・早稲田大学「大隈庭園」にて集合記念撮影ができます。(要事前予約）

・引率者様のお部屋は、「シングルユース」でご用意させていただきます。

・廊下が一直線となっており、学校様が管理しやすい形となっております。

・お忘れ物はホテル負担にて一括配送させていただきます。

・ミネラルウォーターおひとり様につき1本プレゼント。

スタッフ一同お手伝いをさせていただきます。

・最大収容人数300名（基本100名以上1校1館対応可能）。
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「リーガロイヤルホテル東京」は、緑豊かな文化と伝統の地・早稲田の杜に建ち、

内装はヨーロピアンクラシックなインテリアでまとめられた、都会の喧騒とは

別世界の、穏やかで優雅な空間を提供するホテルです。

・「新宿区」という都心でありながら、早稲田大学に隣接するなど、落ち着いた周辺環境に立地。

・私立大学の雄、「早稲田大学」へ徒歩での見学が可能。

・ご希望により、1校1館でのご利用も可能。

・生徒様、引率者様を含め、最大約300名様のご宿泊が可能。

“閑静な地にたたずむヨーロピアンクラシックの館”

～心に残る「教育旅行」のために～

恵まれた環境ときめ細やかなサービスでお手伝いさせていただきます”

・ご宿泊中は、皆様が快適にお過ごしいただけるよう、スタッフ一同お手伝いさせていただきます。
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客室フロア

緑を堪能できる景色が広がります。

教育旅行ご利用の場合、生徒様部屋は基本的に1室3～5名様のご利用、引率者様部屋は、1名様のご利用と

させていただいております。

また、客室廊下は各フロア全て一直線に伸びており、生徒様の管理も行き届きやすい形になっております。

Guest Room Plan
客室のご案内

8・9・10F

11F 12F

6・7F

ジュニアスイートルーム スタンダードツインルーム

客室は、6F～12Fまで計128室。お部屋の向きによって、大隈庭園ビューと目白台ビューがあり、いずれも都会の
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ﾂｲﾝﾙｰﾑ ﾂｲﾝﾙｰﾑ3名様ご利用の場合
（2ﾍﾞｯﾄﾞ＋1ｴｷｽﾄﾗﾍﾞｯﾄﾞ）

ｼﾞｭﾆｱｽｲｰﾄﾙｰﾑ4名様ご利用の場合
（2ﾍﾞｯﾄﾞ＋2ｴｷｽﾄﾗﾍﾞｯﾄﾞ）

客 室
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・お食事会場は基本的に宴会場にてご用意させていただきます。
（他宴会場の状況により分割会場にてご用意する場合がございます。）

・ご到着時、ご出発時の鍵の受け渡し（チェックイン、チェックアウト）は、2F、3F宴会場ロビーの特設
カウンターにてさせていただきます。

宴会場一例 面積（㎡） 最大収容人数

ロイヤルホール・全スパン（３階） ８４０ ４００

ロイヤルホール・Ⅰ（３階） ５２０ ２５０

ロイヤルホール・Ⅱ（３階） ３２０ １５０

ダイヤモンド（２階） ３３０ １５０

エメラルド・サファイア（２階） ２０５ ８０

宴 会 場

Banquets Room Plan
お食事会場のご案内

3F ロイヤルホール 2F サファイア



DINING FERIO

Chinese
Restaurant

ROYAL RYUHO

ギフトショップ
Gift Shop

Teppan-yaki MIYABI
鉄板焼 みや美

Kyoto Cuisine TANKUMA KITAMISE
Directed by M.Kurisu

京料理 たん熊北店
Directed by M.Kurisu
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リーガロイヤルホテル東京 館内図面 （1F～4F）

1F
2F

3F 4F

フロア図面
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施設概要

非常時連絡先 フロント レセプション（1F） ※内線6番

防災設備
防火優良認定済み 消化設備：非常放送設備・自動火災報知設備

避難設備：誘導灯・誘導案内図・懐中電灯

救急病院 東京女子医科大学附属病院 東京都新宿区河田町8-1 ℡03－3353－8111

所轄消防署 戸塚消防出張所 東京都新宿区大久保3-14-26 ℡03－3205－0119

所轄警察署 戸塚警察署 東京都新宿区西早稲田3-30-13 ℡03－3207－0110

所轄保健所 新宿区保健所 東京都新宿区新宿5-18-21第二分庁舎3階 ℡03－3209－1111

■名 称 リーガロイヤルホテル東京

■所在地 〒169-8613 東京都新宿区戸塚町1-104-19

■お問い合わせ TEL：03-5285-1121（代表）

■開 業 平成6（1994）年5月1日

■運 営 株式会社リーガロイヤルホテル東京

■構 造 鉄筋コンクリート 地下2階、地上12階、高さ50ｍ

■受入れ人数 約 300名

■客 室 1室につき 生徒様・・・3名～5名、引率者様・・・１名～2名

■食事会場 ご夕食、ご朝食とも宴会場（他宴会の状況により分割会場にてご用意する場合がございます。）またはレストラン

■バス発着場所 1F正面玄関（1度に2台まで乗降可。2台以上の場合は、時間差をつけての乗降をお願いいたします。）

■チェックイン場所 2Fまたは3Fの宴会場ロビー

■ルームキー カードキー（1室につき1枚）

■エレベーター お客様用エレベーター 2機（ご利用人数によっては、追加で従業員用エレベーター2機も合わせてご利用

いただけます。）

■非常口 各客室フロアに2箇所

■冷暖房 全室完備

■客室内装備品 タオル・石鹸・シャンプー・リンス・歯ブラシ・ドライヤー・お湯（ポット）

※引率者のお部屋は、通常セットとさせていただきます。

■客室内テレビ 全室有り

■客室内電話 全室有り、外線停止可能、内線停止不可

■客室内冷蔵庫 全室有り

※冷蔵庫内は基本的に空ですが、お一人様につき1本ミネラルウォーター

をご用意。（未開封の場合は、補充なし）

■インターネット 客室内・レストラン（一部）・宴会場（一部）・ロビーで無線LANを無料でご利用いただけます。

SSID ：RIHGARoyal-Tokyo または RIHGARoyal-Tokyo-Banquet

PASSWORD：20121001

■自動販売機

■ﾓｰﾆﾝｸﾞｺｰﾙ 目覚まし時計有り、客室内電話にて一斉モーニングコール可能

■貴重品預かり 1Fフロントにて一括にてお預かりいたします。（チェックイン時にお部屋別にバッグをご用意。

その後全体回収後、代表者がフロントへ直接お預けください） ※各部屋のセーフティーボックスは使用不可

■ﾐｰﾃｨﾝｸﾞﾙｰﾑ 事前に担当者にご相談ください。

無し

e-mail:tokyo@rihga.co.jp

■総支配人 北垣 真紀

取締役社長：植田 文一

URL：https://www.rihga.co.jp/tokyo

■客室数 128室（ダブルルーム42室、ツインルーム84室、 特別室2室）
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ご朝食サンプルメニュー

※食物アレルギーについて特定原材料（7品目）表示有り

ご 朝 食

※ビュッフェ形式

卵・ミート

温野菜

サラダ

パン

フルーツ

ジュース

和 食

スクランブルエッグ／ベーコン・ソーセージ

ブロッコリ・ロスティーポテト

ミックスサラダ

トースト・スイートロールなど

（バター・ジャム・マーマレード）

フルーツカクテル

オレンジ・グレープフルーツ・トマト

コーヒー・紅茶・ミルク・日本茶

厚焼き玉子・冷奴・納豆・焼魚

焼き海苔・漬物

ご飯・味噌汁
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（ご参考資料）

施設使用説明（教育旅行 生徒様用）

エレベーター

※本内容は、チェックインの際、生徒様各お部屋に１枚ずつお渡しさせていただきます。

非常階段

鍵の説明

冷蔵庫

バスルーム内

電話について

その他諸注意

一般のお客様と乗り合せになりますので、移動の際は静かに行動してください。

各客室フロア共、廊下の突き当たりに位置しております。ご確認をお願いいたします。

・各お部屋ごとに、１枚。（カードキー）

・鍵をお部屋に置いたままドアを閉じてしまった場合、夜８時以降は先生方に開けていただき、鍵の有無を必ずご確認ください。

・チェックアウト時に鍵はご返却ください。

（未開封の場合、補充はございません。）

・シャワーカーテン

カーテンを浴槽（バスタブ）の内側にたらして使用してください。（お湯が外に漏れてしまうため）

・お湯の調整

必ず始めに右側の蛇口をひねり水を出してから、左のお湯でご調整ください。

お湯から先に出すと高温のため、大変危険です。

・外線／内線

先生方以外は全て外線はつながりません。また、内線は数字の一箇所を押しただけで館内のいずれかに通じてしまう為、

ご注意ください。

・間違い電話

誤って他の部屋にかけてしまった場合は、『すみません、間違えました』と必ずひと言添えてください。

・客室外での服装・・・寝巻き、パジャマ、スリッパ、裸足などは、禁止されております。

・ドアの開閉・・・手を添えて閉めてください。また、扉は重いので、挟まれないようにご注意ください。

・お部屋の照明器具へ衣類をかけないでください。（火災の元となります！）

ご滞在中は、毎日おひとり様につき１本のミネラルウォーターをお部屋にご用意しております。
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（ご参考資料）

【客室フロア】
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（ご参考資料）

【アクセス】

■電車をご利用の場合

・東京メトロ東西線「早稲田」駅 3a出口 徒歩7分

・東京メトロ有楽町線「江戸川橋」駅 1b出口 徒歩10分

・都電荒川線「早稲田」駅 徒歩3分

■都バスをご利用の場合

・「高田馬場」駅より
（2）乗り場・・・早大正門行き（学02系統）→ 早大正門下車

・「新宿」駅より
西口ロータリー（2）乗り場 早稲田行き（早77系統）→ 早稲田下車


