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2020年 6月 30日 

報道関係者各位 

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 

福岡県内に 2施設目の「三井ガーデンホテル」が誕生 

「三井ガーデンホテル福岡中洲」 2020年 7月 1日(水)開業 
～福岡空港や「博多」駅から乗換なしで 10分以内、最寄り駅「中洲川端」からも徒歩 2分と抜群のアクセス～ 

 

三井不動産株式会社および株式会社三井不動産ホテルマネジメントは、福岡県において「三井ガーデンホテル

福岡祇園」に次ぐ 2 施設目となる「三井ガーデンホテル福岡中洲」（所在：福岡県福岡市博多区中洲 5-5-1 客室

数：257室）の開業を新型コロナウイルス感染症拡大防止のため当初の予定から延期いたしておりましたが、2020

年 7月 1日（水）に開業することをお知らせいたします。 
 
当ホテルが誕生する中洲エリアは、川沿いに並ぶ風情のある屋台や隠れた老舗店が集まる美食の街として有

名です。また、現在、福岡市が推進している再開発プロジェクト「天神ビッグバン」の一環として再整備された公園

やカフェなど博多と天神をつなぐ新たな憩いの空間も創出され、昼間の散策も楽しめます。 

なお、当ホテルはその中洲エリアの中でも、福岡市地下鉄空港線・箱崎線「中洲川端」駅から徒歩約 2分、福岡

空港および JR・福岡市地下鉄空港線「博多」駅から乗換なしでアクセス可能な抜群のロケーションに位置します。

“芸どころ博多”の象徴であり、様々な文化・芸術に触れることのできる「博多座」からも程近く、博多・天神エリア

の主要スポットへ徒歩圏内という好立地で、九州における観光やビジネスの拠点としても最適です。 

中洲を囲むように流れる那珂川と博多川の水面のゆらぎ・きらめきをデザインモチーフとして随所に取り入れ、

街の賑わいから解き放たれた上質で落ち着きのある空間でお客様をお迎えいたします。また、最上階には、浴槽

からガラス越しに幻想的な水景が広がる大浴場と入浴後にごゆっくりお寛ぎいただけるラウンジをご用意しています。 

1階レストランには、予約必須の地元福岡の名店「小野の離れ 博多本店」が出店します。毎朝長浜市場から仕

入れる旬魚の工夫を凝らしたお料理をご提供いたします。 

国内外から福岡を訪れるお客様をはじめ、地元の方々にも永く愛されるホテルを目指してまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 「中洲川端」駅から徒歩約 2分、博多・天神エリアからも徒歩圏内、観光やビジネスの拠点として 

アクセス抜群なロケーション 

2. 川の水面のきらめきや街のきらびやかさを演出した上質で落ちついた空間 

3. 浴槽からガラス越しに幻想的な水景が広がる最上階の大浴場＆寛ぎのラウンジ 

4. 予約必須の地元福岡の名店「小野の離れ 博多本店」が出店 

＜「三井ガーデンホテル福岡中洲」の特長＞ 

建物外観 客室（モデレートクイーン） 大浴場 
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■「三井ガーデンホテル福岡中洲」の特長 

1. 観光やビジネスの滞在拠点として、アクセス抜群なロケーション 

当ホテルは、福岡空港および JR・福岡市地下鉄空港線「博多」駅から乗換なしで 10 分以内、最寄りの福岡市

地下鉄空港線・箱崎線「中洲川端」駅からも徒歩約 2 分という福岡市内の中心エリアに位置します。博多・天神エ

リアの観光やビジネスの主要スポットへ徒歩圏内という利便性に加え、九州新幹線や高速道路で九州各地にも

容易にアクセスでき、九州周遊の拠点としても最適な立地に誕生します。至近には“芸どころ博多”を象徴する「博

多座」もあり、様々な文化・芸術に触れることができます。 

中洲エリアでは、名物の屋台や隠れた老舗のグルメを満喫できるだけでなく、近年憩いの空間へと再整備され

た川沿いの公園やカフェ・ベーカリー、また、昔ながらの人情溢れる川端商店街など昼間の散策も楽しめます。  
 

2. 川の水面のきらめきや街のきらびやかさを演出した上質で落ちついた空間 

外観には、那珂川と博多川に囲まれ、固有の文化を育んできた中洲の成り立ちにまつわる「堆積した土地」「集

積する文化」「水面のゆらぎ」をデザインモチーフとして取り入れています。また、内装インテリアには水面のきらめ

きやネオンが美しく輝く中洲の街のきらびやかさを表現しました。 
 

（1） フロント・ロビー（1階）  

水面のゆらぎを表現した壁一面に広がるモダンなルーバーデザインと、街の賑わいから一線を画す上質感の

あるインテリアで統一された落ち着いた空間で、お客様をお迎えいたします。 

ロビーの天井からフロント壁面へと流れゆく川のような曲線が印象的なアートワークは、水面のきらめきを演出

しています。鏡面で制作されたアートピースへの映り込みを水面に映る中洲の街並みに見立てています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 
 
（2） 客室（3階～12階） 

ファブリックやクロスに艶のあるシャンパンゴールドと赤をアクセントカラーに取り入れ、ベッドサイドにはネオン

の輝きとシャンパンをイメージした、華やかな印象のブラケット照明で彩りを添えました。きらびやかな中洲の魅

力と響きあう、上質で安らぎのある空間に設えています。  

また、3 点分離タイプ（シャワーブース・洗面台・トイレが独立）の快適な水廻りを備えた客室のほか、ファミリー

や小グループでの滞在に最適な 3名様までご宿泊いただける客室もご用意しています。 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

フロント ロビー 

定員 3名のモデレートツイン（＋ソファベッド） 快適な水廻りを備えたスーペリアステートツイン 
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＜客室タイプ＞  

部屋名称 専有面積（㎡） ベッドサイズ（mm） 定員 客室数 

スタンダードダブル 17.9㎡ 1,400×1,970 2名 38室 

コンフォートダブル 17.9㎡ 1,400×1,970 2名 18室 

モデレートクイーン 20.1㎡ 1,640×1,970 2名 100室 

モデレートツイン（＋ソファベッド） 24.3㎡ 1,110×1,970 3名 56室 

コンフォートツイン 24.3㎡ 1,230×1,970 2名 24室 

スーペリアツイン 25.4㎡ 1,230×1,970 2名 14室 

スーペリアステートツイン 25.4㎡ 1,230×1,970 2名 6室 

アクセシブルダブル 25.8㎡ 1,400×1,970 2名 1室 

チェックイン 15:00～／チェックアウト ～11:00 

 

3. 浴槽からガラス越しに幻想的な水景が広がる最上階の大浴場＆寛ぎのラウンジ（13 階） 

最上階には、天空と水面の間に沸き立つ朝靄をイメージし、清々しくリラックス＆リフレッシュできる大浴場フロ

アをご用意しています。 

大浴場には、大きなサッシとガラス越しに広がる水盤を配置することにより奥行き感を創出。ゆったりとした浴

槽から幻想的な水景を眺めながら、1日の疲れを癒すことができます。 

テラス付きで開放感ある女性用のパウダールームでは、入浴後に夜風にあたりながらクールダウンのひと時を

お過ごしいただけます。 

また、レースのカーテンが優しくゆらぐ清潔感のあるラウンジでは、「小野の離れ 博多本店」特製のデトックス

ウォーターを味わいながら、ソファでゆっくり寛ぐことができます。 

＜営業時間＞ 6：00 - 9：00、15：00 - 25：00 ※宿泊者専用 

＜デトックスウォーター提供時間＞ 18：00 – 24：00 

※感染症防止対策として、大浴場のご利用人数等を一部制限させていただいております。また、ラウンジでのデトックスウォーターのご提供を一時見

合せております。なお、今後の状況により大浴場の営業に関して変更が発生する可能性もございますので、最新情報はホテル公式HPをご覧ください。 

https://www.gardenhotels.co.jp/fukuoka-nakasu/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大浴場 テラス付きパウダールーム 

ラウンジ 

https://www.gardenhotels.co.jp/fukuoka-nakasu/
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4. 地元福岡の名店「小野の離れ 博多本店」が出店 

1階のレストランには、地元福岡の名店「小野の離れ 博多本店」が出店します。長浜市場で仕入れた旬の魚介

を使った多彩な調理法で名高い、予約必須の日本料理店です。店内には昔懐かしいおくどさん（竈）を設置し、朝

食では竈で炊いたご飯を目でも舌でも味わえます。夜は福岡の地物を中心とした旬魚の工夫を凝らしたお料理を

厳選された日本酒とともに愉しむ、至福の時間を過ごすことができます。 

※感染症防止対策として、現在、朝食をセットメニューでご提供しています。最新情報はホテル公式 HPにてご案内いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
■開業記念「小野の離れ 博多本店」プチペアリング特別ディナー付きプラン 

前菜からデザートを含めた 5品のコース料理に、九州限定のアルコールをペアリングとしてお楽しみいただける

「小野の離れ 博多本店」プチペアリング特別ディナー付きプランをご用意しております。 

9月 30日（水）までの期間限定で、ご宿泊のお客様を対象に 1日 5組 10名様限定でご提供します。 
 

【お品書き例】 

食 前 酒 ： 宮崎雲海ロゼワイン（ミニグラス） or ノンアルコールシャルドネ（ミニグラス） 

先 付 ： 阿久根産むらさき雲丹、対馬産クエ、糸島産甲イカ、春野菜のゼリー寄せ 

三種の九州産限定前菜 ： 糸島産アスパラの二色ムース、玄海桜鯛の棒寿司、天草産若布と春野菜の酢味噌掛け 

季 節 酒 ： 佐賀天吹 PINK LADIE（ミニグラス） or 大分産かぼすビネガーソーダ（ミニグラス） 

三 種 の メ イ ン ： 甘木産山うど・こごみの天ぷら 〜山葵菜塩で〜 

                      めばるのソテー 〜海老そぼろアメリケーヌソースとセロリのクーリで〜 

                      博多一番鶏のロースト 〜松前昆布 太白醤油泡とごぼうのソースで〜 

締めのご飯 とお出汁 ： 糸島米の銀しゃり飯と旬のお刺身三種 

デ ザ ー ト ： 糸島あまおうで作る苺ホワイトチョコババロア 

コーヒー  o r  厳 選 茶  
 

【期 間】 2020年 7月 1日（水）～2020年 9月 30日（水） 

【内 容】 2名様ご 1泊（夕朝食付き） 

【プラン料金】 1名様 12,000円（税込）～ 

※2 名様よりご利用いただけます。 

※メニュー内容は季節や仕入れ状況により変更になる場合がございます。 

※ご予約はお電話にて承ります。詳細はホテル公式 HPをご覧ください。 

https://www.gardenhotels.co.jp/fukuoka-nakasu/plan/dinner/ 
 

 

 レストラン「小野の離れ 博多本店」 

営業時間 

朝   06：30 – 11：00 （最終入店 10：00） 

昼   11：00 - 15：30 （最終入店 14：00） 

夜   17：00 - 24：00 （最終入店 23：00） 

座席数 80席 ※全席終日禁煙（ホテル内喫煙所利用可） 

電話 092-737-2522 

レストラン「小野の離れ 博多本店」 朝食イメージ 

https://www.gardenhotels.co.jp/fukuoka-nakasu/plan/dinner/
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■三井不動産ホテルマネジメントグループの衛生に関する取り組み 

 

「ザ セレスティンホテルズ」「三井ガーデンホテルズ」におきましては、

かねてより「記憶に残るホテルになる」の経営理念のもと、「安心」「安全」

「健康」を第一に、多くのお客様をお迎えしてまいりましたが、このたび

の新型コロナウイルス感染症の世界的な流行をうけ、目に見えないウ

イルスに対し、‘正しく恐れ適切に対処する’ために「オペレーションガイ

ドライン」を改訂し、より一層の対策を講じてまいることといたしました。

ニューノーマル社会における新たなホテルの在り方を追求し、これまで

以上に、お客様とホテルスタッフの「安全」と「健康」に努めることで、「安

心」してお過ごしいただけるホテルを目指してまいりますので、ご理解・

ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

当面の間、弊社が運営する「ザ セレスティンホテルズ」「三井ガーデ

ンホテルズ」におきましては、以下のHPに掲載の通りに対応を行ってま

いります。 

https://www.gardenhotels.co.jp/info/hygiene/ 

 

 

三井不動産ホテルマネジメントグループ × ECOLAB 

ECOLAB(エコラボ)は世界 170 ヵ国、40以上の業界において、衛生管

理、水、食品安全などのソリューションを展開するグローバルなリーディ

ングカンパニーです。 株式会社三井不動産ホテルマネジメントが運営

する「ザ セレスティンホテルズ」「三井ガーデンホテルズ」「sequence」に

おきましては「新オペレーションガイドライン」の策定にあたって、衛生お

よび感染防止ソリューションをグローバルで牽引するエコラボ社による

信頼性の高いノウハウと科学的アプローチを清掃手順・衛生管理に取

り入れております。 

詳しくはこちら https://www.ecolab.com 

 

 

 

■日本赤十字社への寄付金付プラン販売 

「ザ セレスティンホテルズ」「三井ガーデンホテルズ」では、社会貢献の

取り組みとして、日本赤十字社への寄付金付プランを販売しております。 

本プランにてご宿泊いただいた宿泊数に応じ、ご宿泊代金の一部（200円

/泊・室）を日本赤十字社に寄付させていただきます。 

 

宿 泊 期 間： 2020年 9月 30日（水）まで 

予 約 期 間： 2020年 9月 30日（水）まで 

対象ホテル： 全国のザ セレスティンホテルズ、三井ガーデンホテルズ 

    ※プラン詳細はホテル公式 HPをご覧ください。 

          https://corp.gardenhotels.co.jp/campaign/social-contributions/ 

 

 

 

https://www.gardenhotels.co.jp/info/hygiene/
https://www.ecolab.com/
https://corp.gardenhotels.co.jp/campaign/social-contributions/
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■地域貢献＆お客様への感謝を込めて 

「地元銘菓応援プレゼントキャンペーン」 

「ザ セレスティンホテルズ」「三井ガーデンホテルズ」では、ご宿泊いただいたお客様へ感謝の気持ちを込めて、

それぞれのホテルの地元銘菓をプレゼントさせていただくキャンペーンを実施いたします。 

なお、本キャンペーンは、ささやかながらも地域活性化の一助となることも企図し行うものです。 
 
実 施 期 間： 2020年 7月 1日（水）～7月 31日（金） 

（予定数量がなくなり次第終了） 

対象ホテル： ザ セレスティンホテルズ、三井ガーデンホテルズ 

全 32ホテル（休館中ホテルを除く） 

https://corp.gardenhotels.co.jp/campaign/meika/ 

 

 

■「三井ガーデンホテル福岡中洲」施設概要 

  名称     三井ガーデンホテル福岡中洲 

  所在    福岡県福岡市博多区中洲 5-5-1 

  交通    福岡市地下鉄空港線・箱崎線「中洲川端」駅から徒歩約 2分 

  構造規模    鉄骨造 地上 13階建 

  客室数    257 室 

  付帯施設    レストラン（1階）・大浴場（13階） 

  電話    092-263-5531 

  公式 HP   https://www.gardenhotels.co.jp/fukuoka-nakasu/ 

  備考    全室禁煙（喫煙コーナーあり） 

 

■ 地図 

 
 

 

https://corp.gardenhotels.co.jp/campaign/meika/
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■三井不動産ホテルマネジメントグループ ホテル一覧 
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■三井不動産グループの SDGｓへの貢献について https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/esg_csr/ 

三井不動産グループは、「共生・共存」「多様な価値観の連繋」「持続可能な社会の実現」の理念のもと、人と地球

がともに豊かになる社会を目指し、環境（E）・社会（S）・ガバナンス（G）を意識した事業推進、すなわち ESG 経営

を推進しております。当社グループの ESG経営をさらに加速させていくことで、日本政府が提唱する「Society 5.0」

の実現や、「SDGs」の達成に大きく貢献できるものと考えています。 

 

＊なお、本リリースの取り組みは、SDGs（持続可能な開発目標）における 2つの目標に貢献しています。 

 

 

 

    

 

 

以 上 

 

 

 

 

目標 3 すべての人に健康と福祉を 

目標 11 住み続けられるまちづくりを 

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/esg_csr/

