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東海地方初出店。高層階からの眺望が楽しめる三井ガーデンホテル 

「三井ガーデンホテル名古屋プレミア」 
2016 年９月１6日（金）開業 

 

三井不動産株式会社と株式会社三井不動産ホテルマネジメントは、「三井ガーデンホテル名古屋プレミア

（所在：愛知県名古屋市中村区）」を 2016年 9月 16日（金）に開業します。 

当ホテルは名古屋駅至近に東和不動産株式会社の開発により今年竣工した「シンフォニー豊田ビル」内に

出店し、18階のロビーをはじめ 19階～25階にある客室（295室）から高層階ならではの眺望がお楽しみいただ

けます。なお、三井ガーデンホテルとしては、東海地方初出店となります。 

 

               「三井ガーデンホテル名古屋プレミア」の特長 

 大規模再開発が進む名駅エリアから地下直結徒歩 5分のロケーション。 

 東海地方初の三井ガーデンホテル。「プレミア」の名を冠するのは全国 3店目。 

 18階のロビーをはじめ、19階～25階にある客室は、名古屋の街並みが一望できる安らぎの空間。 

 日本の「和」の未来を感じさせる内装デザインと、愛知県に拠点を置きながら世界的に活躍する「ス

タジオサワダデザイン」のアートにより、新しい名古屋のセンス・オブ・プレイスを表現。 

 客室は 295室。広い開口部により、高層階の眺望を最大限に活かしたレイアウト。 

 旅の疲れを癒す、開放感あふれる大浴場(SPA)を併設。 

 愛知県の地元食材を中心としたレストラン・バー。名古屋の郷土料理などの朝食ブッフェと、地元の

食材をアレンジしたモダンオリエンタル料理が楽しめるランチ・ディナーをご提供。 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

＊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  〇名古屋経済記者クラブ ○中部経済産業記者会 

  

2016年 9月 6日 

三 井 不 動 産 株 式 会 社 

株式会社三井不動産ホテルマネジメント 

報道関係者各位 
 

ロビー 

客室 

外観 

＜お問い合わせ先＞ 

三井不動産株式会社 広報部  TEL：03-3246-3155 

 

大浴場(SPA) 

レストラン 
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■再開発が進む名駅エリアに、東海地方初となる三井ガーデンホテルが誕生！ 

大規模再開発が進む名駅エリアの名古屋駅から徒歩 5分の場所に、東海地方初出店となる「三井ガーデン

ホテル名古屋プレミア」を開業します。「プレミア」の名を冠した施設としては、「三井ガーデンホテル銀座プレミ

ア」（2005年開業）、「三井ガーデンホテル大阪プレミア」（2014年開業）に続く全国 3店目となります。 

名古屋エリアは、インバウンド観光客のさらなる増加が期待されるだけでなく、2027年開通予定のリニア中

央新幹線により東京と一体化した都市圏形成も期待されており、一層の増加が見込まれる国内外のビジネス

パーソン、日本人観光客の皆様のご利用も想定しております。 

 

■名古屋の街並みを一望できる、「天空のプレミア」 

18階のロビーをはじめ、19階～25階にある客室からは、名古屋の街並みを一望できます。その眺望や、

旅の疲れを癒す大浴場、名古屋の味を楽しめる食のご提供でお客様をおもてなしし、最高 115mの非日常空

間に広がる「天空のプレミア」として、上質な安らぎの時間をお過ごしいただけます。 

日本の「和」の未来が感じられるデザイン 

お客様をお迎えする 18階のロビーから客室へといざなう「STATUS感」、日常か

ら解き放たれた 「ESCAPE感」、日本の「和」を未来へ向けて再解釈した

「JAPANESE FUTURE」をコンセプトに内装デザインを施しています。ホテル直通の

エレベーターを上がると、天空に降り立ったかのような、名古屋らしい金の輝きを放

つ開放的なロビー空間が広がり、日常から解き放たれます。 

眺望を楽しめる客室 
19階～25階にある客室は、開口部を広く取り、眺望を最大限活か

すレイアウトになっており、一部客室からは、名古屋城の天守閣を臨

むこともできます。また、ツイン及び一部ダブルの客室では、ゆとりあ

るサイズのユニットバスを採用。ビューバスを備えたコーナールーム

からは、入浴中も名古屋の景色を堪能いただけます。 

 

■疲れを癒す、幻想的な大浴場(SPA) 

18階には、旅の疲れを癒す宿泊者専用の大浴場を備えています。坪

庭には雲海をモチーフにしたアートを設置し、朝は朝日を反射し清涼感

のある空間、夜はブルーのライトに映し出された幻想的な空間と、時間

帯ごとに異なる表情をお楽しみいただけます。また、女性用大浴場には、

星の瞬きをイメージしたライトを配した清潔感と上質感にこだわったパ

ウダールームを備え、湯上がりにゆったりとお寛ぎいただけます。 

 

■名古屋のセンス・オブ・プレイスを表現するオリジナルアート 

ロビーや大浴場、客室エレベーターホールに設置しているアートは、愛知県常滑

に拠点を置きながら世界的に活躍する澤田広俊氏が設立した「スタジオサワダデザ

イン」が手掛けています。「天空のプレミア」ならではの、雲や星をイメージしたオリジ

ナルアートです。国内外のハイエンドホテル・レストラン・ブティックでアートデザイン・

製作を手掛ける「スタジオサワダデザイン」の作品は、愛知に根ざしているからこそ

表現できる、まさに新しい名古屋のセンス・オブ・プレイスを表すアートとなっていま

す。 

 

 

 

＜「三井ガーデンホテル名古屋プレミア」の詳細＞ 
 

ロビーアート「Golden Cloud/黄金雲」 

大浴場(SPA)アート「Cloud/雲海」 
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＜ロビーアート＞ 

夕焼け空に染まる黄金雲をイメージ。名古屋らしい煌びやかさを表

現し、まさに本ホテルの全体コンセプト「天空のプレミア」を象徴するオ

リジナルアートです。 

＜大浴場（SPA）アート＞ 

天空に浮かぶ雲海を表現したアートオブジェを配し、朝は朝日を反

射し清涼感のある空間を、夜は影絵とともに幻想的な雰囲気を演出し

ます。 

＜客室（18階）エレベーターホールアート＞ 

  夜空に浮かぶ無限の銀河をイメージ。ひとつひとつ手作業で打ち

込まれた点鋲は、見る角度によって色が変わり、奥行き感のある、本

物の星のようなアートとなっています。 

 

■名古屋の味を楽しめる絶景のレストラン・バー 

18階にある「The Living Room with SKY BAR（ザ リビングルーム ウィ

ズ スカイバー）」からは、朝食からバー利用まで一日を通して表情豊か

な名古屋の街並みを一望いただけます。 

それぞれのシーンに応じて、ご宿泊以外のお客様もご利用いただけま

す。  

名古屋の郷土料理などが楽しめる朝食ブッフェ 

朝食は、愛知県産の旬の野菜をふんだんに使ったサラダやバーニ

ャカウダなどが楽しめます。また、名古屋コーチンの卵を使ったスクラ

ンブルエッグや出汁巻き玉子をはじめ、牛すじの土手煮やきしめんな

ど、名古屋の郷土料理をはじめ、60種類以上のメニューを取り揃えて

おり、選ぶ楽しみ、味わう楽しみを感じていただけます。 

 

地元の食材を使ったモダンオリエンタル料理 

ランチやディナーには、名古屋コーチン、八丁味噌など地元の食材

をスパイスやハーブを使ってアレンジしたモダンオリエンタル料理をご

提供します。ランチでは、旬の食材を使ったメインに前菜、サラダブッフ

ェが付くランチセット、ディナーでは、アラカルトを中心に鮮魚、海老、帆

立のシーフードグリルプレートや名古屋コーチンのスパイシーチキンな

ど、旬の厳選食材を使用したメニューをご提供します。 

 

夜景が楽しめるバー 

併設するバーでは、高層階の夜景を眺めながら、旅の疲れやビジネ

スの緊張感を解きほぐす寛ぎの時間をお過ごしいただけます。オリジ

ナルカクテルや、世界各国のビールやワインなどのドリンクをご用意し

ています。 

 

 ■The Living Room with SKY BAR 概要 

 

 

 

 

 

 

朝食 
ご宿泊のお客様  2,200円 

一般のお客様   2,400円 （※価格は税込となります。） 

営業時間 

朝食        6：30～10：00（最終入店 9：30） 

ランチ      11：30～15：00（最終入店 14：30） 

カフェ      15：00～17：30（最終入店 17：00） 

ディナー・バー 17：30～23：30（最終入店 22：30） 

座席数 朝食／ランチ 86席 カフェ／ディナー・バー105席 

  

客室（18階）エレベーターホールアート 

「Galaxy/銀河」 
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❏ 期間限定特別プラン 
プレミアステイプラン～名古屋の天空で上質なやすらぎを～  

   東海地方初出店となる三井ガーデンホテル名古屋プレミア開業にあたり、“プレミア”を冠した上質な記念プ

ランをご用意しました。期間中はスパークリングワインのサービスと、お帰りの際、ホテルからハイヤーで名古

屋市内のご希望の場所へ送迎いたします。  

      
■＜1日 1組（2名）＞「プレミアステイプラン」概要  

◆予約開始：2016年 9月 6日（火）～  

ご宿泊：2016年 9月 16日（金）～12月 31日（土）  

予約受付：宿泊日の 7日前まで  

◆部屋タイプ：プレミアツインルーム  

◆料金：29,000 円（税込）～（お一人様料金）＜特別記念価格＞ 

 

❏ 施設概要 

施設名称 三井ガーデンホテル名古屋プレミア 

所在地 〒450-0002 愛知県名古屋市中村区名駅 4丁目 11番 27号 

電話 052-587-1131 

交通 JR「名古屋」駅徒歩 5分 

客室数 295室 

付帯施設 レストラン（18階）・大浴場（SPA）（18階) 

❏客室構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モデレートツイン 
広めのバスルームに、ゆったりとしたベッドを配したお部屋で

す。 
広さ：24.0m² 定員：2名 部屋数：42室 
ベッド：1,200 x 1,960mm  正規料金：35,000円（税別） 

モデレート 
大きめのライティングデスクにセミダブルベッドを配したお部

屋です。 
広さ：18.5m² 定員：2名 部屋数：145室 
ベッド：1,400 x 1,960mm  正規料金：25,000円（税別） 

モデレートダブル 
上層階（24・25階）に位置し、クイーンサイズのベッドを配し

たお部屋です。 
広さ：18.5m² 定員：2名 部屋数：58室 
ベッド：1,600 x 1,960mm  正規料金：27,000円（税別） 

コンフォートダブル 
ソファとライティングデスク、クイーンサイズのベッドを配した

お部屋です。 
広さ：21.9m² 定員：2名 部屋数：7室 
ベッド：1,600 x 1,960mm  正規料金：29,000円（税別） 

スーペリアダブル 
高層階からの眺望、広めのバスルームにクイーンサイズの

ベッドを配したワンランク上のお部屋です。 
広さ：24.0m² 定員：2名 部屋数：5室 
ベッド：1,600 x 1,960mm  正規料金：32,000円（税別） 

デラックスダブル 
高層階からの眺望、広めのバスルームに、キングサイズの

ベッドを配した、ダブルの中でもっともグレードの高いお部屋

です。 
広さ：24.0m² 定員：2名 部屋数：11室 
ベッド：1,800 x 1,960mm  正規料金：35,000円（税別） 

コンフォートツイン 
広めのバスルームを備えたツインのお部屋で、3名（トリプル

セット）での利用も可能なお部屋です。 
広さ：25.6m² 定員：2〜3名 部屋数：12室 
ベッド：1,200 x 1,960mm / 1,100 x 1,960mm（3名時追加） 

正規料金：38,000円（税別） 

ビューバスツイン 
コーナールームならではの眺望、ビューバスタイプのバスル

ーム・パウダースペース・トイレという水まわりを 3点分離し

た、ハリウッド仕様のお部屋です。 
広さ：34.0m² 定員：2名 部屋数：12室 
ベッド：1,200 x 2,050mm  正規料金：50,000円（税別） 

プレミアツイン 
開放的なリビングエリア、ビューバスタイプのバスルーム・パ

ウダースペース・トイレという水まわりを 3点分離した、上層

階（24・25階）のコーナーに 2室しかない特別なお部屋です。 
広さ：60.0m² 定員：2名 部屋数：2室 
ベッド：1,400 x 2,050mm  正規料金：90,000円（税別） 

アクセシブルツイン 
車椅子の方、ご高齢の方など、全てのお客様にご利用いた

だけるお部屋です。 
広さ：25.6m² 定員：2名 部屋数：1室 
ベッド：1,200 x 1,960mm  正規料金：35,000円（税別） 
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❏地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❏全国の三井ガーデンホテルズ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以上 

 


