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大磯プリンスホテル



PRINCE Safety COMMITMENT プリンスセーフティーコミットメント

プリンスホテルでは、お客さまにより安全で清潔な空間で快適にご滞在いただけるよう、
新たな衛生・消毒基準「Prince Safety Commitment（プリンスセーフティー コミットメント）」を
策定し、導入いたしました。
安全で清潔な環境を作り、お客さまが快適なひとときをお過ごしいただけますよう準備をして
お待ちしております。

衛生・消毒基準を強化した「Prince Safety Commitment（プリンスセーフティー コミットメント）」の
具体的な施策は次の通りです。



PRINCE Safety COMMITMENT プリンスセーフティーコミットメント



教育旅行のガイドライン（１）

項目 詳細

荷物の先送り 感染予防の為、ご要望の場合は事前にご相談ください。

到着時

バスは玄関ではなく駐車場で待機していただき、順番に荷物を持って夕食会場又は客室へ
移動をお願いいたします。
※3密回避の為、入館式などのイベントはご遠慮させて頂きます。
※玄関、会場前にはアルコール消毒液を準備しております。
※健康セルフチェックシートは1校1枚、代表の先生もしくは添乗員の方に
ご提出をお願いいたします。

カードキー カードキーは1室1枚をバスの号車ごとにまとめて配布いたします。

水筒の預かり
・感染予防及び安全を考慮し、お預かりサービスはいたしません。
・別途料金でペットボトルの販売もしております。

チェックイン 全員での行動は3密防止など対処が出来ない為、各クラス毎に移動をお願いします。

夕食

洋食卓盛り（個々盛り）での対応となります。
※ブッフェ料理は提供できません。
※ソーシャルディスタンスを保つために夕食の2部制をお願いする場合もございます。
※アレルギー対応は特定7品目のみの対応となっております。

冷水 ピッチャーのオンテーブルではなく、グラス水をセットいたします。

テーブルセット ナイフ・フォーク・紙ナフキン・紙おしぼりのセットをいたします。



教育旅行のガイドライン（２）

項目 詳細

レイアウト
クラス別ではなく1卓（2.0m丸テーブル）に5名又は6名掛けを基本でお願いいたします。
現状最大人数 3スパン250名 2スパン150名 1スパン75名

会場の扉 換気のため、定期的に扉をオープンさせていただきます。

エレベーター 人数を制限させていただきます。

階段 非常階段でお部屋へ移動をお願いいたします。

班長・室長会議
夕食後、そのまま会場の一部で実施をお願いいたします。
（宴会場の場合は食器の下げ及び翌日の朝食準備を同時にさせていただきます）

緊急指定病院 平塚市民病院 TEL：0463-32-0015

体験学習
（レクリエーション）

会場の状況により手配できない場合もございます。
別会場の手配・同会場での利用の際は追加費用が別途かかります。



教育旅行のガイドライン（３）

項目 詳細

先生の反省会
宴会場が手配可能な場合、有料で小部屋を手配させていただきます。
おつまみとお飲みものは１Fの売店でご購入ください。
会場内に紙コップと紙皿、紙ナフキンを用意いたします。

朝食

朝食会場にはお部屋のお荷物を持って朝食会場へ移動お願いします。
洋食卓盛り（個々盛り）メニューでの対応となります。
※ソーシャルディスタンス確保の為朝食の二部制や複数の会場に分かれる場合もございます。
※アレルギー対応は特定7品目のみの対応となっております。

チェックアウト
お部屋から荷物を持って朝食会場へ移動をお願いいたします。
※朝食会場前受付にカードキーを持参ください。
※朝食が二部制対応の場合はカードキーは提出せず出発前に受付に持参ください。

出発
朝食会場からクラス毎に駐車場へ移動をお願いいたします。
混雑緩和のためロビーでの集合はご遠慮ください。



大磯プリンスホテル

ソーシャルディスタンスを考慮した会場の収容人数一覧表

会場名 大きさ 通常 7/1現在 現状パーセンテージ変更未定

㎡数 最大人数 50%まで 今後変更の可能性あり。

バンケ3面 1,010 500 250

バンケ2面 673 300 150

バンケ1面 337 150 75

高砂・末広 112 40 20

80㎡ 80 ー ー

ユーティリティ 220
ー

ー

パーティールー
ム

210 80 40

※収容人数は最大収容人数の50％の数

※収容人数の%数は今後緩和された場合対応人数の変更をする場合がございます

※席数はソーシャルディスタンスのレイアウトにした場合の目安数字になります

ソーシャルディスタンスを考慮した会場



懇親会会場

直系200㎝のテーブルにて対応いたします。
4名～最大6名で対応し

基本は5名掛けとなります。

4名掛け
200×3.14÷4名 1名スペース157㎝

5名掛け
200×3.14÷5名 1名スペース125㎝

6名掛け
200×3.14÷6名 1名スペース104㎝



会場レイアウト（メインバンケットホール）



会場レイアウト（メインバンケットホール2/3）



会場レイアウト（メインバンケットホール1/3）



会場レイアウト（パーティールーム）



会場レイアウト（高砂・末広）



会場レイアウト（高砂・末広）



所在地 〒２５９－０１９３ 神奈川県中郡大磯町国府本郷５４６
電話／ファクシミリ ＴＥＬ ０４６３－６１－１１１１ ＦＡＸ ０４６３－６１－６２８１
最寄りの駅 ＪＲ東海道本線 大磯駅
建築構造 鉄筋 地上１０階
客室数 305室 全館禁煙
最大収容人員 856名 修学旅行受入基準１５名～3００名
受入・利用条件 小学生・中学校・高等学校
食事場所 宴会場・レストラン
エレベーター 客室棟 ３基
遊戯施設 なし
自動販売機 お飲みもの 客室棟5階～9階各フロア
貴重品の預かり 客室内金庫
ルームキー ○受渡し方法：ロビーにて添乗員もしくは先生渡し

○ロックの種類：オートロック式 カードキー（部屋番号記載無し）
○マスターキーの貸出し：不可 貸出し条件：ホテル係員が持参同行

冷暖房設備 全室完備（各客室にて操作可能）
非常口 ロビーおよび客室フロアにあり（全客室のドアに表示、入室時に確認）
非常時の避難場所 ホテル駐車場
バスの乗降場所 ホテル玄関前またはホテル前駐車場
バスの駐車場 あり：２０台
宅配便の取扱い フロント
バッゲｰジルｰムの取扱い なし
館内放送設備の使用 不可（非常時のホテル使用）お客さまの使用は不可
客室内ＴＶ 一般放送無料
客室内電話の利用 内線 カット不可 外線 カット可
客室内冷蔵庫 あり（中身なし）
客室内備品 ボディソープ、シャンプー、リンス、タオル、バスタオル、歯ブラシ、ドライヤー
防火基準点検済証の有無 有り
防災設備 ○消火設備：スプリンクラー、消火栓、消火器

○警報設備：非常放送設備、自動火災報知機
○避難設備：誘導灯、誘導案内図、懐中電灯

最寄病院 東海大学大磯病院 大磯町月京２１－１ TEL 0463-72-3211

救急指定病院 平塚市民病院 平塚市南原１－１９－１ TEL 0463-32-0015

管轄警察署 大磯警察署 〒259－0111 大磯町国府本郷２０７－１ TEL 0463-72-0110

管轄消防署 大磯消防署 〒255－0003 大磯町大磯１０７５ TEL 0463-61-0911

管轄保健所 平塚保健福祉事務所 〒254－0051 平塚市豊原町６－２１ TEL 0463-32-0130

隣接繁華街 なし

ホテル概要



客室棟 館内案内図



食物アレルギー事前お伺い表

この度はお問い合わせいただき誠にありがとうございます。
食物アレルギーをお持ちのお客さまにつきましては、この用紙を提出期限までにご記入のうえご提出いただきますよう
お願い申し上げます。

●この調査は、「食物アレルギー」に関するものであり、嗜好「好き嫌い」の調査ではありません。予めご了承ください。
●食物アレルギーについては特定原材料７品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のみ対応させていただいております。
●当ホテルでは『原因食物を加熱していれば大丈夫。』とのご回答をいただいた場合においても、該当食物を除去した専用メニューにて
対応とさせていただきますので予めご了承ください。

●特定原材料7品目の食物アレルギーをお持ちのお客さまは、アレルギー除去専用統一メニューとなります。
安全に食品を提供するため、個別に食品を変更はできません。予めご了承ください。
●特定原材料７品目の食物アレルギーをお持ちのお客さまの安全を最優先し料理・飲み物の提供をさせていただきます。
調査内容、症状によっては、お受けできない場合もございますのでご了承ください。

●全てのメニューを同一の厨房で調理するためアレルギー物質が微量に混入する可能性がございます。
上記内容をご確認のうえ お客さまによるご申告をお願いしております。

ご利用日
泊数

年 月 日 （ ） ～ 年 月 日 （ ） 泊

(フリガナ)

学校名

(フリガナ)
性別 □男性 □女性 年齢 歳対 象 者

氏 名

①現在、医師に「食物アレルギー」診断され、通院していますか。

□ 定期的に通院している。 □ 1年以上通院していない。 □ 診断されていない。

注意：アレルギー検査によりアレルギーのお申し出があった場合、代替食の希望をされてない場合であっても
メニューを変更し対応とさせていただきますので予めご了承ください。

②アレルギーの状況についてお知らせください。

原因食品にチェックし、それぞれの症状（呼吸器症状、消化器症状、皮膚症状、等）を具体的にご記入ください。

原因食品 症 状 原因食品 症 状

□ えび □ 卵

□ かに □ 乳

□ 小麦 □ 落花生

□ そば

年 月 日 ご署名

大磯プリンスホテル

調理 サービス 営業

/ / /

（西暦） （西暦）

食物アレルギーに関して

食物アレルギーをお持ちのお客さまへ

特定原材料7品目食物アレルギー（えび・かに・小麦・そば・卵・乳・落花生）を
お持ちのお客さまは、係にお申し出ください。
特定原材料7品目以外の食物アレルギーはお客さまの安全を
最優先し、料理・飲みものの対応はできませんので、あらかじめ
ご了承ください。

全てのメニューを同一の厨房で調理するため、アレルギー物質が
微量に混入する可能性がございます。

※特定原材料7品目食物アレルギーをお持ちのお客さまは右記の
「食物アレルギー事前お伺い表」をご提示ください。



マウンテンビュールーム 19.8㎡
1室 2名利用

オーシャンビュールーム

1室 3名～4名利用
基本3名を進めております。

正ベット×２ ソファーベット×1 親子ﾍﾞｯﾄ×1

☆☆ベットサイズ☆☆

正ベット 1150×1950

ソファーベット 960×1950

親子ﾍﾞｯﾄ 970×1840

客室のご案内

☆注意☆
親子ﾍﾞｯﾄの利用が出来る客室が

２フロアー限定の為
3名利用の際は、横並びの正ベット2台と
右側のソファーベットを使用します。





周辺観光

小田原
小田原城を筆頭に歴史の色濃く残る街
かまぼこや新鮮な海鮮が有名です。

江の島・鎌倉
湘南を代表する観光地の一つ
新鮮しらすが味わえる仲見世通りが人気です。
鎌倉では歴史ある神社仏閣巡りで日本の時を感じられます。

箱根
富士山の絶景を臨みながら温泉を味わえる
自然の恵みに溢れた観光地の一つです。

富士山

日本を代表する世界遺産
季節ごとに変化する優美な風貌と迫力は圧巻です。




