
社会と家族を守る宿泊型テレワークによるＢＣＰ支援事業
利用期間を延長します！

【問い合わせ先】
産業労働局 観光部 受入環境課
電話 03-5320-4802

都は、都内宿泊施設に６日間連続して滞在しテレワークする取組を支援しています。この度、ご

利用いただける期間を５月22日まで延長しましたので、ぜひご活用ください。

１ 利用できる方

以下に該当する方にご利用いただけます。

① 都内在住または在勤者で、企業等で働く方（個人事業主を含む）

② 同居人がいること、または通勤に公共交通機関を利用していること

２ 利用できる宿泊施設

区部30施設・多摩地域10施設（別添参照）

３ 室数

１日あたり400室

４ 期間

令和４年４月30日（土）までのご利用を、令和４年５月22日（日）まで延長します。

（ただし、ゴールデンウィーク期間（５月１日（日）から５月８日（日）まで）にかかる宿泊を除く）

５ 利用料

１泊2,000円（税込）

６ 利用方法

・ 宿泊施設のウェブサイトにおいて宿泊プランをご確認の上、事前に直接予約を行ってください。

（予約先等は、別添をご参照ください。）

・ 利用日当日までに、指定様式による「誓約書」（利用者ご本人が作成）及び「利用確認書」

（企業等が作成）をご用意ください。

・ チェックインの際には、在住・在勤を確認できる書類（運転免許証、社員証、保険証など）を

フロントで提示の上、「誓約書」及び「利用確認書」をご提出ください。

・ チェックアウトの際は、指定様式「実施報告書」をご提出ください。

・ 期間途中で利用を中止する際は、原則として各宿泊施設の正規料金に基づく

キャンセル料をお支払いいただきます。

各種様式：https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/bcp-support/

事業概要
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https://www.sangyo-rodo.metro.tokyo.lg.jp/tourism/kakusyu/bcp-support/


別添利用できる宿泊施設

宿泊プランやチェックイン・チェックアウト時間等、詳細については、各宿泊施設のウェブサイトよりご確認ください。

○ 区部

施設名 所在区 最寄駅 ウェブサイト

第一ホテル両国

墨田区

都営地下鉄両国駅より徒歩１分
JR両国駅より徒歩８分

https://dh-ryogoku.com

パールホテル両国
JR両国駅より徒歩１分
都営地下鉄両国駅より徒歩８分

https://www.pearlhotels.jp/ryogoku/

モクシー東京錦糸町
JR・東京メトロ錦糸町駅より
徒歩５分

https://www.marriott.co.jp/hotels/tra
vel/tyoox-moxy-tokyo-kinshicho/

両国ビューホテル
JR両国駅より徒歩１分
都営地下鉄両国駅より徒歩７分

https://www.viewhotels.co.jp/ryogoku/

HOTEL TABARD TOKYO
JR・東京メトロ錦糸町駅より
徒歩５分

https://h2m.co.jp/tabard-tokyo/

ヴィラフォンテーヌ
グランド東京有明

江東区

ゆりかもめ有明駅より徒歩４分
りんかい線国際展示場駅より
徒歩６分

https://www.hvf.jp/ariake-grand/

スーパーホテル
東京・亀戸

JR・東武線亀戸駅より徒歩６分
https://www.superhotel.co.jp/s_hotels
/kameido/

ビジネスホテルレガート 都営地下鉄菊川駅より徒歩５分
都営地下鉄森下駅より徒歩８分

http://www.hotel-
legato.com/index.html

ホテルイ－スト21東京
東京メトロ東陽町駅より
徒歩７分

https://www.hotel-east21.co.jp/

ホテルJALシティ
東京 豊洲

ゆりかもめ市場前駅より
徒歩２分

https://www.tokyo-
toyosu.hoteljalcity.com/

ホテルサーブ渋谷 目黒区 東急線池尻大橋駅より徒歩０分 http://www.suavehotel.net/

スーパーホテル
東京・JR蒲田西口

大田区

JR・東急線蒲田駅より徒歩５分
https://www.superhotel.co.jp/s_hotels
/kamata/

羽田エクセルホテル東急
東京モノレール羽田空港
第２ターミナル駅より徒歩３分

https://www.haneda-
e.tokyuhotels.co.jp

変なホテル東京羽田 京急線大鳥居駅より徒歩６分 https://www.hennnahotel.com/haneda/

Tマークシティホテル
東京大森

京急線大森海岸駅より徒歩１分
JR大森駅より徒歩10分

https://tmarkcity.com/tokyo-omori

二子玉川
エクセルホテル東急

世田谷区

東急線二子玉川駅より徒歩５分
https://www.tokyuhotels.co.jp/futako-
e/

ホテル the b 三軒茶屋 東急線三軒茶屋駅より徒歩３分
https://www.theb-
hotels.com/theb/sangenjaya

中野サンプラザ 中野区
JR・東京メトロ中野駅より
徒歩３分

https://www.sunplaza.jp

スマイルホテル
東京阿佐ヶ谷

杉並区 JR阿佐ヶ谷駅より徒歩１分
https://smile-
hotels.com/hotels/show/tokyoasagaya
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○ 多摩地域

施設名 所在区 最寄駅 ウェブサイト

スーパーホテル
東京・赤羽駅南口

北区

JR赤羽駅より徒歩２分
東京メトロ赤羽岩淵駅より
徒歩11分

https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/a
kabaneminami/

東京シティービューホテル
JR田端駅より徒歩２分
東京メトロ西日暮里駅より
徒歩７分

https://www.tcv-hotel.com/

ホテルマイステイズ
日暮里

荒川区
JR・京成線日暮里駅より
徒歩５分

https://www.mystays.com/hotel-mystays-
nippori-tokyo/

フレックステイイン
江古田

練馬区 西武線江古田駅より徒歩４分
https://www.mystays.com/hotel-flexstay-
inn-ekoda-tokyo/

スーパーホテル
東京・JR新小岩

葛飾区

JR新小岩駅より徒歩３分
https://www.superhotel.co.jp/s_hotels/s
hinkoiwa/

スマイルホテル
東京綾瀬駅前

東京メトロ綾瀬駅より徒歩２分
https://smile-
hotels.com/hotels/show/tokyoayaseekimae

アパホテル
＜TKP東京西葛西＞

江戸川区

東京メトロ西葛西駅より
徒歩１分

https://www.apahotel.com/hotel/syutoken
/tokyo/tkp-tokyo-nishikasai/

スカイハートホテル
小岩

京成線京成小岩駅より
徒歩１分

https://www.sky-hotel.jp/koiwa/

変なホテル東京西葛西 東京メトロ西葛西駅より
徒歩３分

https://www.hennnahotel.com/nishikasai/

瑞江第一ホテル 都営地下鉄瑞江駅より徒歩０分 https://mizue-dh.co.jp/

レンブラントスタイル
東京西葛西

東京メトロ西葛西駅より
徒歩２分

https://rembrandt-style.com/nishikasai

施設名 所在市 最寄駅 ウェブサイト

パレスホテル立川
立川市

JR立川駅より徒歩３分 https://www.palace-t.co.jp/

ホテルエミシア東京立川 JR立川駅より徒歩２分
https://www.hotel-
emisia.com/tokyotachikawa/

京王プラザホテル八王子
八王子市

JR八王子駅北口より徒歩１分
京王八王子駅より徒歩３分

https://www.keioplaza.co.jp/hachioji/

ホテル the b 八王子
京王八王子駅より徒歩１分
JR八王子駅北口より徒歩５分

https://www.theb-
hotels.com/theb/hachioji/

ホテルリソル町田
町田市

小田急線町田駅より徒歩２分
JR町田駅より徒歩４分

https://www.resol-machida.com/

レンブラントホテル
東京町田

JR町田駅より徒歩２分
小田急線町田駅より徒歩８分

https://rembrandt-group.com/machida

マロウドイン東京 府中市 京王線東府中駅より徒歩１分 https://www.marroad.jp/tokyo/

京王プラザホテル多摩 多摩市
京王線・小田急線
多摩センター駅より徒歩３分

https://www.keioplaza.co.jp/tama/

吉祥寺東急REIホテル 武蔵野市
JR・京王線吉祥寺駅より
徒歩１分

https://www.kichijoji.rei.tokyuhotels.c
o.jp

フォレスト・イン昭和館 昭島市 JR昭島駅より徒歩７分 https://www.showakan.co.jp/
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