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銀座 4 丁目交差点から最も近いホテル「ミレニアム 三井ガーデンホテル 東京」
銀座・日本橋の老舗ブランドとのコラボレーションプロジェクト

「The GINZA VALUE」
開始時期：2014 年 12 月 17 日（水）
株式会社三井不動産ホテルマネジメント（所在：東京都港区 代表取締役社長 足立充）は、「ミレニアム 三井ガ
ーデンホテル 東京（東京都中央区銀座 5 丁目）」を 2014 年 12 月 17 日（水）にグランドオープンいたします。グラン
ドオープンに合わせ、当ホテルは、日本を代表する銀座・日本橋の老舗ブランドや伝統技術を有する有名店とのコ
ラボレーションプロジェクト「Ｔhe GINZA VALUE」を始動いたします。
銀座・ミキモト コスメティックスとコラボした「パールルーム」や、日本橋・箔座とコラボした「箔座 金箔ルーム」など、
スペシャルコンセプトルームの展開をはじめ、歌舞伎座での「十二月大歌舞伎」の鑑賞付き宿泊プランを同時発売
するなど、「ミレニアム 三井ガーデンホテル 東京」は、日本の素晴らしさを銀座の当ホテルでの宿泊を通して発
信・印象付けるプランを提供いたします。
このプロジェクトは、主に訪日外国人に「日本の粋」「日本の伝統・文化」を提供し、「ミレニアム 三井ガーデンホテ
ル 東京」での宿泊を通して、世界に向けてクールジャパンを発信することを目的としています。

「Ｔhe GINZA VALUE」プロジェクト概要

＜コンセプトルーム＞
■ミキモト コスメティックス コンセプトルーム「パールルーム」が銀座に初登場！
■箔座コンセプトルーム「箔座

金箔ルーム」で、本物の金箔ならではの輝きと魅力を堪能！

＜オープン記念宿泊プラン＞
■人気の「十二月大歌舞伎」鑑賞チケット付プラン
■銀座三越の厳選サービスチケット付プラン
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＜コンセプトルームの特長＞
■ミキモト コスメティックス コンセプトルーム「パールルーム」が銀座に初登場！
お じ ま

1893 年（明治 26 年）三重県鳥羽市の相島（現:ミキモト真珠島）で、世界で初めて真珠の養殖に成功した御
木本幸吉は、1899 年銀座に日本初の真珠専門店を開設しました。当社グループが運営する伊勢志摩の「鳥
羽国際ホテル」では、ミキモトの真珠の恵みを堪能できるコンセプトルーム「パール・スイート」を 2014 年 1 月よ
りご提供しています。そしてこの度ミキモト コスメティックス コンセプトルーム「パールルーム」として東京・銀座
に初登場します。

「鳥羽国際ホテル」の「パール・スイート」

※イメージ写真

【「パールルーム」プランの特長】

①銀座初のミキモト コスメティックス コンセプトルーム「パールルーム」でご宿泊
真珠をイメージした照明やオブジェなどでアレンジした洗練されたお部屋には、置時計やボールペン、
本物の真珠をあしらった小物や特製バスローブ、タオルなどをそろえています。

※イメージ写真

②部屋に設置したミキモト コスメティックスの高級コスメセットをご自由にお試し
真珠のタンパク質「コンキオリン」の高い美容効果を配合したミキモト コスメティックスの高級基礎化粧品
を取りそろえ、滞在中好きなだけお試しいただけます。

写真左/ドレッサーイメージ
写真中央/トータルケアシリーズ「モイストプラス」
写真右/高級スキンケアシリーズ「ムーンパール」

③真珠のエッセンスでつくられた特別入浴剤をお部屋でご堪能
ミキモト コスメティックスが真珠由来の美容成分を贅沢に使用して開発した「鳥羽国際ホテル」オリジナル
入浴剤をお部屋の浴室でご利用いただけます。真珠のうるおい成分（真珠コンキオリン（保湿成分）、ピュア
パールミネラル（整肌成分））が、しっとりなめらかな真珠肌へと導きます。

※イメージ写真
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④ミキモト コスメティックスの特別ギフトをプレゼント
ミキモト コスメティックスの特別ギフトを１泊につき１セットプレゼントいたします。

ミキモト コスメティックス
「ムーンパールトライアルセット 3 点」（クラッチポーチ付）
※１泊につき１セット

⑤ミキモト コスメティックスのエステ・化粧品 ご優待券をプレゼント
ミキモト コスメティックスのエステや化粧品が通常料金から 20％割引となるご優待券をプレゼント
いたします。

写真左/ミキモト コスメティックス
サロン・ド・ボーテ カウンター
写真右/ミキモト コスメティックス
サロン・ド・ボーテ キャビン

❏＜１日１室限定＞ミキモト コスメティックス 「パールルーム」プラン 概要
◆期間：予約開始 2014 年 11 月 26 日（水）～
ご宿泊

2014 年 12 月 17 日（水）～

◆部屋タイプ：デラックスツインルーム
◆料金：￥15,950（税込）～
（お一人様料金）

■箔座コンセプトルーム「箔座 金箔ルーム」で、本物の金箔ならではの輝きと魅力を堪能！
世界に誇る伝統の技を守り、国宝や重要文化財などの修復に使われる金沢伝統箔「縁付」をつくり続ける
は く ざ
「箔座」が、空間・美・食の視点から金箔が持つ独特な上質感・高級感を感じられるコンセプトルーム「箔座 金
箔ルーム」を展開します。特に、日本の良さを知りたい、日本を満喫したい、新しい日本を感じたいと願う海外
からの女性たちに向けて、ホテルの外観コンセプトである「織（おり）」のデザイン要素をコンセプトルームの空
間で表現し、ホテルと一体感を持たせて箔の世界を広げています。

写真左/「箔座 金箔ルーム」
客室 イメージ
写真右/「箔座 金箔ルーム」
スツール イメージ

①上質な箔の世界を堪能できる「箔座 金箔ルーム」にご宿泊
かなざわ は く

全国の金箔生産量の 99％を占める金沢でつくられる「金沢箔」。その繊細さと高級感をふんだんに散り
ばめた「箔座 金箔ルーム」では、様々なこだわりの金箔アイテムを堪能いただけます。

「箔座 金箔ルーム」アイテムイメージ
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②箔座の美容金箔マスクをお試し
高級エステサロンのようなゴージャスな金箔マスクを１泊につき１枚ご用意しています。
お部屋でくつろぎながら、プレミアム品質の顔全体を覆う美容金箔マスクでスペシャルケアできます。

※美容金箔マスク

③金箔を配合した贅沢なオリジナル入浴剤をお部屋でご堪能
スーパーヒアルロン酸やウメ果実水、オリーブ油などのうるおい成分と、ミネラル豊富な石川県能登で採れ
た海洋深層水塩を使用した、金箔配合の入浴剤をお部屋の浴室でご利用いただけます。お肌をしっとり滑ら
かにする白濁の柔らかなお湯は、ほのかな梅の香りで、ゆったりくつろいでいただけます。

※入浴剤「茶屋美人の湯【梅の香】」

④箔座コスメティックスをプレゼント
伝統の技を活かし、本物へのこだわりからつくりあげた箔座コスメティックスを、宿泊いただいたお客様に
特別ギフトとして 1 泊につき 1 セットをプレゼントします。

※箔座コスメティックス イメージ

⑤箔座日本橋でお茶席サービス
日本の箔の魅力を幅広い商品カテゴリーと独自のサービスで堪能できる東京・日本橋の直営店「箔座日
本橋」にてご利用いただけるお茶席チケットを、ご宿泊 1 名様につき 1 枚をご提供します。

※箔座日本橋店内のお茶席

※箔座日本橋店内

❏＜１日１室限定＞「箔座 金箔ルーム」プラン 概要
◆期間：予約開始 2014 年 11 月 26 日（水）～
ご宿泊

2014 年 12 月 17 日（水）～

◆部屋タイプ：デラックスツインルーム
◆料金：￥15,950（税込）～
（お一人様料金）
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＜オープン記念宿泊プランの特長＞
■＜1 日 1 組（2 名）＞人気の「十二月大歌舞伎」鑑賞チケット付プラン
歌舞伎座で行われる人気の演目「十二月大歌舞伎（出演：坂東玉三郎、市川海老蔵、片岡愛之助、中
村獅童ほか）」を、一階一等席にて 2 名様で鑑賞できるチケット付プランを提供します。
・2014 年 12 月 22 日（月）～12 月 26 日（金）千穐楽
・歌舞伎座を眺めるデラックスツインルームのお部屋に宿泊
・歌舞伎座グッズのおみやげ「扇子＆手ぬぐい」
１泊につき１セットプレゼント
歌舞伎座イメージ

❏＜1 日 1 組（2 名）＞「十二月大歌舞伎」鑑賞付プラン 概要
◆期間：予約開始 2014 年 11 月 26 日（水）～
ご宿泊 2014 年 12 月 22 日（月）～12 月 26 日（金）
◆部屋タイプ：デラックスツインルーム

十二月大歌舞伎

おみやげ・扇子

◆料金：￥31,450（税込）～
（お一人様料金）

■銀座三越の厳選サービスチケット付プラン
銀座 4 丁目に位置する銀座の象徴的百貨店である「銀座三越」から、スペシャルな
サービスを受けられるプランです。
・銀座三越 11 階・12 階レストランの「ギンザダイニング」18 店舗でお楽しみいただける
銀座三越 外観

お食事券（1 室につき￥3,000（税込）分）付
・銀座三越限定商品の「日本酒」おみやげ付
・銀座三越 7 階「ギンザグルーミング」のご宿泊者限定コース（男性限定 30 分
￥5,000（税込））もご用意しています。

ギンザダイニング

ギンザグルーミング

❏「銀座三越・厳選サービスチケット付」プラン 概要
◆期間：予約開始 2014 年 11 月 26 日（水）～
ご宿泊

2014 年 12 月 17 日（水）～
銀座三越限定商品の日本酒

◆部屋タイプ：スーペリアツインルーム
◆料金：￥10,900（税込）～
（お一人様料金）
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＊本日、この資料は、次の記者クラブに配布しています。
○国土交通記者会 ○国土交通省建設専門紙記者会 ○都庁記者クラブ ○日本外国特派員協会
－報道関係の方からのお問い合わせ先－
■施設に関するお問い合わせ
株式会社三井不動産ホテルマネジメント 広報ブランド部
TEL：03-5777-1485
FAX：03-5777-1326

担当：重田

■ご取材に関するお問い合わせ
共同ピーアール株式会社 コンサルティング局 企画営業部
TEL：03-3571-5159
FAX：03-3571-5183

あ そ し な

担当：西辻、阿蘇品
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＜添付資料＞

1．施設概要

2．客室構成

施設名称

ミレニアム 三井ガーデンホテル 東京

客室名

住所

東京都中央区銀座 5 丁目 11 番 1 号

電話

03-3549-3331

交通

東京メトロ「銀座」駅徒歩 2 分
東京メトロ「東銀座」駅徒歩 1 分

敷地面積

1,169,86 ㎡（353.88 坪）

延床面積

13,428.69 ㎡（4,062.17 坪）

構造規模

鉄骨造 地上 14 階 地下 1 階 棟屋 2 階

客室数

329 室

付帯施設

ホテルレストラン（B1F）

セントラル
ダブル
スーペリア
ダブル
スーペリア
ツイン
コーナー
ツイン
コーナー
トリプル
デラックス
ツイン
アクセシブル

客室正規料金（税別）
（1 名）2 名
3名

㎡数

客室
数

ベッド幅（㎜）

21.5

48

1600

25,000

-

20

171

1600

27,500

-

26

78

1200×2 台

36,000

-

31.4

13

1200×2 台

44,000

-

37.7

7

1200×3 台

58,000

61,000

37.7

6

1200×2 台

58,000

-

21.8

6

1400

25,000

-

3．位置図

4．全国の三井ガーデンホテルズ
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