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赤坂エクセルホテル東急における
新しい生活様式への対応のご紹介
Akasaka Excel Hotel Tokyu Introduction of New Lifestyle

「新しい生活様式への対応」の最新情
報は下記サイトよりご確認いただけます。

Please check from here, our 
latest edition of  “Introduction 
of New Lifestyle”.



ご挨拶

日頃は赤坂エクセルホテル東急をご利用頂き、誠にありがとうございます。
私どもでは、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議による「新しい生活
様式」に沿った感染予防対策が策定されたことにより、ホテル内に衛生対策チ
ームを立ち上げ、現在ホテル営業を行っております。
お客様に安心して気持ちよくご利用いただけますよう、私たちの各部門での
取り組みを資料にまとめましたので、是非ご覧ください。
今後も赤坂エクセルホテル東急を、何卒よろしくお願い申し上げます。

総支配人 橋本 好美



Message from General Manager

Dear guests,

Thank you for your patronage of Akasaka Excel Hotel Tokyu.

We have resumed our business with setting new infection prevention measures based 
on "new lifestyle" announced by governmental “Novel Coronavirus Experts Meeting” 
and forming our own team for hygiene measures.

We hope all customers can feel safe and comfortable for staying our hotel with this 
introduction of each facilities. 
We are looking forward to seeing you.

Sincerely yours,
General Manager

Yoshimi Hashimoto

橋本 好美



エントランス1F ロビー・ベルデスク / Entrance & Lobby ・ Bell Desk

・複数個所に消毒用アルコールを設置し、お客様へ手指の消毒をお願いしています。
Installation of rubbing alcohol in several places, we ask our customers to disinfect their fingers.
・ソーシャルディスタンス確保のため、間隔を空けてお並びいただけるようマーキングをしています。
To ensure social distancing, marking is done so that they can be lined up at intervals.
・飛沫拡散防止のため、お客様と対面で接する機会が多い場所に飛沫防止スクリーンを設置しています。
In order to prevent spread of splashes, we have installed splash-prevention screens at the
places where we often have face-to-face contact with customers.

お客様の消毒用アルコールの設置 / Installation Rubbing Alcohol 
ソーシャルディスタンスシールの設置 / Social Distancing Floor Sign
飛沫防止スクリーンの設置 / Installation Splash-Infection-Prevention-Screen
スタッフのフェイスシールド・マスクの着用 / All Staff Wear Face Shield & Mask



・複数個所に消毒用アルコールを設置し、お客様へ手指の消毒をお願いしています。
Installation of rubbing alcohol in several places, we ask customers to disinfect their fingers.
・全てのお客様にご到着時検温をお願いしております。
We ask all guests to take their temperature with a thermography camera on arrival.
・ソーシャルディスタンス確保のため、間隔を空けてお並びいただけるようマーキングをしています。
To ensure social distancing, floor signs are attached.

サーモグラフィーカメラによる検温の実施 / Checking Temperature with a Thermography Camera
お客様の消毒用アルコールの設置 / Installation Rubbing Alcohol

ソーシャルディスタンスシールの設置 / Social Distancing Floor

フロント / Front desk



フロント / Front Desk

・飛沫拡散防止のため、お客様と対面で接する機会が多い場所に飛沫防止スクリーンを設置しています。
In order to prevent spread of splashes, we have installed splash-prevention-screens where we
often have face-to-face contact with customers.
・前泊地を必ずご記入いただき、必要に応じて措置を講じます。
Be sure to fill in the previous lodging place so that we can take actions as needed.

飛沫感染防止スクリーンの設置 / Installation Splash-Infection-Prevention-Screen 
スタッフのフェイスシールド・マスクの着用 / All Staff Wear Face Shield & Mask 
ご宿泊者の前泊地のご確認 / Confirming Previous Place Accommodation



フロント / Front Desk

・お客様の手に触れる物、箇所をアルコール等による消毒をこまめに行っています。
We often sanitize all the objects that customers may touch, with alcohol disinfectant.
・お会計はトレイでの受け渡しにご協力いただきます。
For cash register, please cooperate in the interaction on the tray.

ボールペン、トレー、デスクパッドの消毒 / Disinfection Desk Equipment
釣銭、カード返却時のトレー使用 / Using Tray for Cash Register



ロビーサービス /Lobby Service ・ ゲストルーム / Guest Room

・客室へお届け物がある場合はワゴンを使用し、お客様との直接的な接触を極力減らします。
About delivering to guestrooms, we use a wagon for indirect contact with customers.

・洗濯できないアメニティ類の利用を当面の間中止します。
We temporarily stop using non-washable amenities.

・客室内のお知らせやご案内等は撤去しております。(一部ラミネート仕様等にて用意)
We temporarily remove all the notification or information printed on paper. 
( some are laminated )

客室へのデリバリー時のワゴン使用 / Using Wagon for Delivery
手が触れる機会が多いドアノブ・リモコン類・電話機等の消毒の徹底

/ Regularly disinfect places that are often touched by hands
フットスローとクッションの設置廃止 / Foot-throw and Cushion Removed
客室内のお知らせ、ご案内等の撤去 / No paper info. or notice in Guestroom



・ECOLAB社 推奨の「エコラールS」を2ヶ所常設いたします。
We permanently install ECOLAB-recommended "Ecolar S“. 
ECOLAB is our partner company of hygiene management.
・フェイスシールド・マスクの着用を徹底し感染の防止に努めます。
All staffs wear a face shield and a mask to prevent infection.
・入店時に全てのお客様に検温を実施致しております。
We ask all guests to take their temperature with a thermography camera.

入店時の検温のお願い / Checking Temperature with a Thermography Camera
お子様用も含む消毒液の設置 / Installation Antiseptic-Solution (Children also available)

スタッフのフェイスシールド・マスクの着用 / Wearing Face-Shield and Mask

レストラン「赤坂スクエアダイニング」 / Restaurant “Akasaka Square Dining”



・お客様のご要望に合わせてパーテーションの設置が可能です。
We can arrange a partition on request.
・開店前・お客様退店時には次亜塩素酸を使用し衛生管理を行います。
We sanitize by wiping tables and chairs with liquid of hypochlorous acid before opening and 

after each customer leaves. 

ご希望者へのパーテーションの設置 / Setting Partition (on request)
入念な清掃による開店準備 / Opening Preparation with Careful Cleanup

レストラン「赤坂スクエアダイニング」 / Restaurant “Akasaka Square Dining”



レストラン「赤坂スクエアダイニング」 / Restaurant “Akasaka Square Dining”

・衛生的な観点から新聞の共有を一時休止いたします。
Sharing newspapers is temporarily suspended for public sanitation.
・席の間隔を十分にとり、座席は対面式ではなく対角線上のご利用を推奨いたします。
At the table, we recommend to sit with enough space and diagonally, not face-to-face. 

新聞ラックの一時撤去
Newspaper Rack Removed

入店制限と着席人数の制限
Capacity of Seat Limited Smaller 



レストラン「赤坂スクエアダイニング」 / Restaurant “Akasaka Square Dining”

・レストランコーナー70席より37席、ブッフェコーナー(レストランエリア拡大とし)100席より39席とし
ソーシャルディスタンスを保ちます。
We re-arranged the layout of restaurant for keeping “social distancing” by reducing seats, 
Restaurant section 70→37, and Buffet section 100→29 to be used as a part of Restaurant 

section.

レストランコーナー＆ブッフェコーナーレイアウト
Restaurant Section & Buffet Section Layout



レストラン「赤坂スクエアダイニング」 / Restaurant “Akasaka Square Dining”

・飛沫感染防止スクリーン設置によりお客様との間隔を保ちます。
By installing a splash-infection-prevention-screen, we can keep a distance with you.

キャッシャーに飛沫感染防止スクリーンの設置
Splash-Infection-Prevention-Screen Installed in Cashier



レストラン「赤坂スクエアダイニング」 / Restaurant “Akasaka Square Dining”

・今般の取り組みに対し、東京都より「感染防止徹底宣言」の認証をいただいております。
「感染防止徹底宣言」は20以上のチェック項目を全てクリアしていることの証明となり、安心してご利用いただける施設
を選定する基準となるものです。 詳細は東京都のウェブサイトを参照ください。
https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/index.html

We got the certification of “Declaration of thorough infection prevention”  from Tokyo Metropolitan    
Government. Please refer to the site below

https://www.metro.tokyo.lg.jp/english/topics/2020/0714_01.html

日本語 English

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/taisaku/torikumi/1008262/index.html
https://www.metro.tokyo.lg.jp/english/topics/2020/0714_01.html


レストラン「赤坂スクエアダイニング」 / Restaurant “Akasaka Square Dining”

・ブッフェコーナーは一時休止とし、状況に応じレストランの延長としてご利用いただいております。
Buffet section is temporarily suspended, and might be used as restaurant section depending 

on the situation.

ブッフェコーナー、BARの休止 / Buffet and Bar Closed



レストラン「赤坂スクエアダイニング」 / Restaurant “Akasaka Square Dining”

・当面の間、モーニングブッフェを休止し、洋定食又は、和定食をご提供いたします。
お料理・お飲み物の追加のご用意もさせていただきます。
We temporarily stop the morning buffet. We offer American breakfast set or Japanese
breakfast set. We are pleased to offer refilling of dishes and drinks without more charge. 

モーニングブッフェは休止 朝食のセットメニューでのご提供
Set Menu for Breakfast, No Buffet

洋定食
American breakfast

和定食
Japanese Breakfast



・ご宴会前の手洗い、アルコール消毒のお勧め
/ Hands Washing and Alcohol Disinfection before Starting Event
・入念な清掃による開宴準備 / Opening Preparation with Careful Cleanup
・スタッフのフェイスシールドマスクの着用 / Wearing Face-Shield and Mask
・入室時の検温のお願い / Checking Temperature

宴会 / Banquet

・ECOLAB社 推奨の「エコラールS」を常設いたします。
We permanently install ECOLAB-recommended "Ecolar S“. 
ECOLAB is our partner company of hygiene management.
・フェイスシールド・マスクの着用を徹底し感染の防止に努めます。
All staffs wear a face shield and a mask to prevent infection.
・入室時に全てのお客様に検温を実施致しております。
We ask all guests to take their temperature with a clinical thermometer.
・開宴前・閉宴時には次亜塩素酸を使用し衛生管理を行います。
We sanitize by wiping tables and chairs with liquid of hypochlorous acid before opening
and after every guests exiting. 



・定員を光の間12名様まで、雅の間・舞の間8名様までとし、左右1メートル、正面1.8メートルの
間隔を確保いたします。
We make regulation of capacity of 12 people in the banquet room  “Hikari”, 
and 8 people in the banquet rooms “Miyabi” and “Mai”. 
・お客様のご要望に合わせてアクリル板を設置し、飛沫感染の防止に努めます。
We can arrange splash-infection-prevention-screens on your requests.

従来の半分以下の定員 / Half of Usual Capacity
アクリル板の設置による飛沫感染防止 / Installing splash-infection-prevention-screens

宴会 / Banquet



・窓開けにより換気を行います。
Windows are opened for good ventilation.
・可能な範囲で入口を開放し換気を行います
We ventilate rooms by opening doors as far as possible.

宴会 / Banquet

入口及び窓開けによる密室状態の回避
Opening Door and Window to Avoid Confined Space and poor Ventilation



・ブッフェ形式のお料理提供は当面見合わせ、コース料理及びお弁当形式にて対応いたします。
We do not offer buffet style until further notice, but offer course meals or lunch-box style.

立食パーティの自粛
Refraining Stand-up (Buffet) Style Party

宴会 / Banquet



・人の手が触れることの多い場所の定期的な消毒を実施しております。
Regularly disinfect places like door knobs, handrails, elevator buttons and etc. that are often       

touched by hands.
・お手洗いにございます、ハンドドライヤーの使用を中止させていただいております。
Hand dryers in the restroom are temporarily Not available.
・喫煙所は三密回避のため、定員を通常6名のところ3名とさせていただいております。
Smoking area is only 3 people available to avoid 3Cs*（usually 6 people）.
(*Closed spaces ・ Crowded places ・ Close-contact settings, -- defined by Japanese Govt.)

手が触れる機会が多い場所の定期的な消毒
/ Regularly disinfect places that are often touched by hands

お手洗いのハンド（エアー）ドライヤー使用中止 / Hand Dryer Out of Service
3階お客様用喫煙所の定員制限 / Smoking Booth Capacity Limit  

パブリックスペース / Public space



・三密回避のため、エレベーターの利用に人数制限を設けております。（16名→4名）
We have smaller capacity limitation in lifts than usual to avoid 3Cs.
(16 people to 4 people)

エレベーターの定員制限
Smaller Capacity Limitation in Lift

パブリックスペース / Public space



・従業員食堂や休憩室の利用人数を制限しております。
We also set limitation of seats in Cafeteria.
・従業員用エレベーターも三密回避のため、エレベータの利用に人数を制限しております。(16名→8名)
Internal spaces for employees also have smaller capacity,  8 people (usually 16 people) in a
elevator to avoid 3Cs.

従業員食堂や休憩室、スタッフエレベーターの定員制限
Smaller Capacity Limitation in Cafeteria and in Lifts for Employees

スタッフ / Staff



・スタッフは休日も含め毎日健康チェック及び検温を行っています。
All staff are required to check health condition and temperature in every day including their
day-offs.

毎日の検温、体調確認、マスク着用義務
Daily Check Temperature and Health Condition, Mandatory Wearing Mask

スタッフ / Staffs
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