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2020年 8月 27日 
報道関係者各位 

株式会社三井不動産ホテルマネジメント 

 株式会社三井不動産ホテルマネジメント（本社：東京都中央区）は、ご好評をいただいている社会貢献・地域貢

献プランの第 5 弾として、客室内でキャンプ気分が楽しめる「キッズ応援！ホテルでキャンプ気分 supported by 

Coleman」、ホテルの客室を利用して女子会などが楽しめる「フレンズ応援！仲間と気ままに FUNタイム デイユー

スプラン」を販売いたします。 

 

■「キッズ応援！ホテルでキャンプ気分 supported by Coleman」 概要 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 夏のステイケーションにおすすめの、室内でキャンプ気分を体験いただける宿泊プランをご用意いたしまし

た。客室内には、テントや寝袋等、Coleman 社製のアウトドア用品を各種取り揃えております。ご家族での夏

の思い出にぜひご活用ください。 

 

プ ラ ン 名 キッズ応援！ホテルでキャンプ気分 supported by Coleman 

ご予約期間 2020年 10月 31日（土）チェックインまで 

ご利用期間 2020年 10月 31日（土）チェックインまで  

対象ホテル 三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ 

ご利用人数 2～4名様 

料 金 朝食付きプラン 1室 2名様 18,920円（税込）～   

素泊まりプラン 1室 2名様 15,400円（税込）～ 

内 容 ・72.9㎡＋広いテラス付きのお部屋をご用意しております。 

・客室内には、Coleman社製のテントやテーブルセット等のアウトドア用品、簡易プラネタリ 

ウムをご用意しており、お部屋にいながら、星空を眺めてのアウトドア体験をお楽しみい 

ただけます。 

・1日限定 1室となります。お部屋には、ベッド 4台（ベッド 2台、キャンプ用簡易ベッド 

2台）をご用意しています。別途、寝袋もご用意しております。 

 

 

客室 

社会貢献・地域貢献プランシリーズ第 5弾 

キッズ応援！ホテルでキャンプ気分 supported by Coleman（1 室 14,000 円～、税込） 

フレンズ応援！仲間と気ままに FUN タイム デイユースプラン (1室 6,600円～、税込) 

客室 大浴場 

https://www.celestinehotels.jp/
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キャンペーン 特別キャンペーンとして、2020年 9月 15日（火）までは、下記の特別料金でご予約いただ 

けます。（すべて税込料金） 

 

【朝食付きプラン】 

              日～金曜日 2名 1室 17,520円 / 3名 1室 20,280円 / 4名 1室 23,040円 

              土曜日    2名 1室 20,520円 / 3名 1室 23,280円 / 4名 1室 27,040円 

 

         【素泊まりプラン】 

              日～金曜日 2名 1室 14,000円 / 3名 1室 15,000円 / 4名 1室 16,000円 

              土曜日    2名 1室 17,000円 / 3名 1室 18,000円 / 4名 1室 20,000円 

 

そ の 他 キャンプ気分をより楽しんでいただくため、本プランをご予約いただいた方限定で、お部屋

   で楽しめる「キャンプ飯」をご用意しました。 

              スタンダードキャンプセット 2,000円（2名様分、税込） 

              骨付きチキンキャンプセット 3,000円（2名様分、税込） 

              シーフードキャンプセット 4,000円（2名様分、税込） 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
※ 館内の大浴場は無料でお使いいただけます。（営業時間 18：00～25：00） 
※ 客室内で火気器具等はご使用いただけません。 
※ 未就学のお子様は、大人 1 名様につき 1名様（最大 2名様まで）無料でご利用いただけます。 

      また、朝食付きプランの場合、4歳以上の未就学のお子様は、朝食代が別途 500円（税込）かかります。 
※ ご朝食はレストランにてお召し上がりいただくか、お客様ご自身でお部屋にテイクアウトいただくことも可能です。

（営業時間 6：30～10：30（最終入店 9：30）） 
※ キャンプ飯は 5 日前までのご予約が必要です。スタッフがお部屋にお届けしますので、6：30～22：00 までの間

でお好きな時間をご指定ください。 
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一部のホテルの設備やサービスをご利用いただけない場合がござ
います。最新の情報はホテル公式 WEBサイトをご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スタンダードキャンプセット 骨付きチキンキャンプセット シーフードキャンプセット 
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■「フレンズ応援！仲間と気ままに FUN タイム デイユースプラン」 概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フィジカルディスタンスは取りながらも、「人と人との繋がり」は近くなれ

るよう、少人数でのお食事を安心して楽しめる場として「ホテルの客室」を

ご利用いただけるデイユースプランをご用意しました。 

期間限定のホテルオリジナル料理をオーダーいただけるほか、デパ地

下などでご購入いただいたお好きなお料理やドリンクをお持ちこみいただ

き、気ままな時間と空間づくりを自由に楽しめます。気の合う仲間との会

やママ友会にぜひご活用ください。 

 

プ ラ ン 名 フレンズ応援！仲間と気ままに FUN タイム デイユースプラン 

ご予約期間 2020年 8月 24日（月）～12月 22日（火）まで 

ご利用期間 2020年 8月 24日（月）～12月 22日（火）まで  

プラン内容 9時から 23時までの間、お好きな 5時間をデイユースとしてご利用いただけます。 

料 金 ご利用人数問わず同料金となります。 

           1室 6,600円（税込）   

ミレニアム 三井ガーデンホテル 東京（コーナートリプル 37.7㎡）※5階 

三井ガーデンホテル日本橋プレミア 

（スーペリアコーナーツイン 29.5㎡ または スーペリアクイーン 23.5㎡） 

三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア（モデレートツイン 24.7m²） 

           1室 8,100円（税込）   

ミレニアム 三井ガーデンホテル 東京（デラックスコーナーツイン 37.7㎡）※12階 

           1室 9,000円（税込）  

ホテル ザ セレスティン東京芝 （エグゼクティブコーナーキング 45㎡） 

 

ご利用人数 1～3名様 

特 典 ・お飲み物（アルコールまたはソフトドリンク）と簡単なスナックをご用意しております。 

・ミレニアム 三井ガーデンホテル 東京では、無料のホテル周辺の「テイクアウト＆デリバ 

 リーMAP」をプレゼント。 

・大浴場を無料でご利用いただけます（三井ガーデンホテル日本橋プレミア、三井ガーデ 

ンホテル神宮外苑の杜プレミアのみ） 

   営業時間 6：00～9：00、15：00～25：00 

・フィットネスを無料でご利用いただけます（ホテル ザ セレスティン東京芝、三井ガーデン 

ホテル神宮外苑の杜プレミアのみ）  

 

そ の 他  ・ホテル ザ セレスティン東京芝では、お部屋でお召し上がりいただける特別メニュー付 

三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア 

モデレートツイン（バルコニー） 

三井ガーデンホテル日本橋プレミア 

スーペリアコーナーツイン 
ホテル ザ セレスティン東京芝 

エグゼクティブコーナーツイン 
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プラン（1名様 プラス 1,500円～税込）も販売いたします。また、有料オプションで下記の 

   メニューもご利用いただだけます。 

オードブル 3,300円または 5,500円（税込） ※3日前までに要予約 

スパークリングボトル 4,400円（税込）～ 

・ホテル ザ セレスティン東京芝では、その他ルームサービスメニューも取り揃えております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※ 未成年の方のみでの本プランご利用はご遠慮いただいております。 
※ お食事に必要なお皿やカトラリーはホテルにてご用意しておりますのでお申し付けください。 
※ ホテル以外のフードデリバリーサービスをご利用の場合、セキュリティの保護の関係で、配達員の方によるホ

テルのお部屋までの配達はできません。お客様ご自身で、フロントまたはロビーまで取りに来ていただきます
ようお願い申し上げます。 

※ 本プランは日帰り専用のプランのため、ご宿泊希望のお客様は別途宿泊プランを選択ください。 
※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、一部のホテルの設備やサービスをご利用いただけない場合がご

ざいます。最新の情報はホテル公式 HPをご確認ください。 
 
 
 
 

  

【1名様 2,000 円（税込）のメニュー例】 

 

（1段目） 

・生ハムのブーケ 

・ポークパテとオリーブのピンチョス 

・ネオ北京ダック風 

・リンゴとポテトのスープ 鹿児島黒糖のカラメル 

・ミニバーガー 

（2段目） 

・ワインとフルーツのジュレ 

・マカロンとフィナンシェ 

 

※写真は 2,000 円のお食事 2名分です。 
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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 

― 本件に関するお問合せ先 ― 

株式会社三井不動産ホテルマネジメント 広報ブランド部担当： 後藤 

 TEL 03-3548-0337  


