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NEWS LETTER

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

衛生管理の行き届いたホテルで
夏の想い出と“ふるさとの味”をテイクアウト！
都内57店舗を巡るご当地旅！
6月1日（火）より対象店舗拡大
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、都内計14施設の「ザ セレス
ティンホテルズ」と「三井ガーデンホテルズ」において、全国都道府県の魅力を発信する「アンテナ
ショップ等併設のレストランで郷土料理を堪能5千円チケット付宿泊プラン」、ならびに「アンテナ
ショップ等で使える3千円チケット付宿泊プラン」の2種類のプランを販売しております。
既存プランの中でも発売開始より多くのご予約を頂戴しご好評をいただいている、アンテナショッ
プ等でご利用いただける3,000円ショッピングチケットの対象店舗を6月1日より計21店舗から計43店舗
へ増加し、レストランチケット対象店舗と合わせて計57店舗へ拡大いたしました。
地方に足を延ばしづらい状況が続いている中、都内にいながら衛生管理の行き届いたホテルに滞在
し、ご自身のふるさとや好きな地域の特産品を購入いただいたりお食事をお愉しみいただくことで、
旅行気分を味わいながらふるさとを応援することにもつながる本プランを企画いたしました。
都内にいながら日本のご当地旅を楽しめる想い出のひとときをお過ごしいただけます。

三重テラス（テイクアウトイメージ）

熊野筆セレクトショップ銀座店 （広島県）

プラン概要
東京都23区内にある、全国33都道府県の魅力を発信するアンテナショップ等
またはレストランでご利用いただけるチケット付き宿泊プランを2種類ご用意
いたしました。
5,000円レストンチケット付プランは14店舗の対象施設より、3,000円ショッ
ピングチケット付プランは43店舗の対象施設でご利用いただけます。
故郷の特産品や旅行で訪れた土地の食材などをお召上がりいただきながら、
都内にいながら故郷に思いを馳せ、旅情を感じていただける機会にぜひご利用
ください。

ｰ1ｰ

ショッピングチケット（イメージ）

レストランチケット（イメージ）

プラン名① 【アンテナショップ等併設のレストランで郷土料理を堪能 5千円チケット付】
ホテルに泊まってふるさと応援プラン
ご利用期間
ご予約期間
ご利用人数
プラン特典
プラン料金
対象ホテル

2021年9月29日（水）まで
2021年9月29日（水）まで
1~2名
対象店舗でご利用いただけるレストランチケット5,000円
三井ガーデンホテル銀座プレミアご宿泊の場合
1室2名様利用（5,000円チケット付）14,700円（税込）
ザ セレスティンホテルズ
ホテル ザ セレスティン東京芝
ホテル ザ セレスティン銀座
ホテル ザ セレスティン銀座
三井ガーデンホテルズ
三井ガーデンホテル銀座プレミア
ミレニアム 三井ガーデンホテル 東京
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大手町
三井ガーデンホテル京橋
三井ガーデンホテル銀座五丁目
三井ガーデンホテル汐留イタリア街

プラン名② 【アンテナショップ等で使える3千円チケット付】
ホテルに泊まってふるさと応援プラン
ご利用期間
ご予約期間
ご利用人数
プラン特典
プラン料金
対象ホテル

2021年9月29日（水）まで
2021年9月29日（水）まで
1~2名
アンテナショップ等でご利用いただけるショッピング
チケット3,000円
三井ガーデンホテル銀座プレミアご宿泊の場合
1室2名様利用（3,000円チケット付）12,500円（税込）

三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス

ザ セレスティンホテルズ
ホテル ザ セレスティン東京芝
ホテル ザ セレスティン銀座
三井ガーデンホテルズ
三井ガーデンホテル銀座プレミア
ミレニアム 三井ガーデンホテル 東京
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六本木プレミア
三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア 三井ガーデンホテル大手町
三井ガーデンホテル京橋
三井ガーデンホテル 銀座五丁目
三井ガーデンホテル汐留イタリア街
三井ガーデンホテル上野
三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス 三井ガーデンホテル五反田

【注意事項】
※ホテルでチェックイン時にお渡しするチケットを対象店舗にお持ちいただくと、額面通りの金券として お支払い
時にご利用いただけます。
※営業時間やテイクアウトサービスの有無は対象店舗によって異なります。事前にご確認の上ご利用ください。
※レストランチケットのご利用の際はお客様からレストランへ直接前日までのご予約をお願いいたします。
※レストランチケットは5,000円チケットを1枚お渡しします。ショッピングチケットは1,500円チケットを2枚お渡
しいたします。
※チケットは1枚ごとに別の店舗でお使いいただくことも可能です。
※レストランチケットは対象レストランにてランチ、ディナー、テイクアウトいずれでも金券としてご利用いただ
けます。
※チケットの有効期限は、ご宿泊のチェックイン日からチェックアウト日までとなります。
※チケットをご利用いただかなかった場合でも返金は致しかねます。
※新型コロナウイルス感染拡大予防のため、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。
※緊急事態宣言等により、対象店舗の営業状況に変更が生じる可能性があります。詳細は各店舗にお問合せください。

【その他】
プラン詳細はこちらの公式WEBサイトをご確認ください。
https://corp.gardenhotels.co.jp/campaign/furusato-ticket/
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【添付資料①】 ホテルに泊まってふるさと応援プラン ご利用可能施設一覧
レストラン施設

【銀座エリア】

【東北地方】
【山形県】
【茨城県】
【群馬県】
【山梨県】
【富山県】
【石川県】
【三重県】
【滋賀県】
【高知県】
【広島県】

【大分県】

わたすダイニング＆バル(順次参画予定)
ヤマガタ サンダンデロ
BARA dining
銀座つる
Cave de ワイン県やまなし
富山はま作
dining gallery銀座の金沢
三重テラス
日本橋 滋乃味
TOSA DINING おきゃく
瀬戸内ダイニング遠音近音
MERI Principessa
広島お好み焼 鯉々
公式アンテナショップ坐来 大分

物販施設
【北海道】
【東北地方】
【岩手県】
【秋田県】
【山形県】
【茨城県】
【栃木県】
【群馬県】
【山梨県】
【福島県】
【長野県】
【新潟県】
【富山県】

北海道どさんこプラザ有楽町店
わたすマーケット＆ギャラリー(順次参画予定)
いわて銀河プラザ
秋田ふるさと館
おいしい山形プラザ
IBARAKI sense / BARA cafe
とちまるショップ
ぐんまちゃん家
Cave de ワイン県やまなし
日本橋ふくしま館「MIDETTE」
銀座NAGANO
新潟・食楽園
日本橋とやま館「ショップ」
日本橋とやま館「トヤマバー」
いきいき富山館
【石川県】
dining gallery銀座の金沢
いしかわ百万石物語・江戸本店
【福井県】
食の國 福井館
/ ふくい南青山291
【三重県】
三重テラス
【滋賀県】
ここ滋賀
【兵庫県】
兵庫わくわく館
/ 日本橋室町すもと館
【奈良県】
奈良まほろば館
【和歌山県】 わかやま紀州館
【鳥取県・岡山県】
とっとり・おかやま新橋館
【島根県】
日比谷しまね館
【広島県】
ひろしまブランドショップTAU
熊野筆セレクトショップ銀座店
【山口県】
おいでませ山口館
【徳島県・香川県】
徳島・香川トモニ市場～ふるさと物産館～
【高知県】
まるごと高知 とさ市 / まるごと高知 とさ蔵
【福岡県】
ザ・博多 有楽町店
【長崎県】
有楽町ひらど商館
【熊本県】
銀座熊本館（1Fアンテナショップ）
（2Fカフェバー ASOBI・Bar）
【大分県】
公式アンテナショップ坐来 大分
おおいた温泉座 有楽町店
【鹿児島県】 さつまいもの館
鹿児島ブランドショップ
【沖縄県】
銀座わしたショップ本店

【日本橋エリア】

6/1から追加となる対象店舗
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【添付資料②】 三井不動産ホテルマネジメント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」「sequence」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、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。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」「sequence」
におきましては、以下のHPよりご確認いただけます。
https://www.gardenhotels.co.jp/info/hygiene/

入館、館内施設利用時の検温と消毒

客室内の消毒と抗菌対策の徹底

レストラン店内のパテーション設置と
マスク・手袋着用の徹底（ビュッフェ）

フィジカルディスタンスの確保

大浴場の利用制限と客室のテレビ
モニターで利用状況の確認

レストラン店内ではマスクケースをご用意

自動チェックイン機導入による接触軽減

フィットネスなどパブリックスペースの人数
制限と消毒の徹底

バックオフィスと備品の消毒の徹底

※対策の詳細はホテルの設備状況によって異なります。
※施設によって、朝食ビュッフェの提供を停止しています。詳細は各ホテルのホームページをご確認ください。

■ ECOLAB（エコラボ）について
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
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【添付資料③】 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。
※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。

目標11 住み続けられるまちづくりを
目標17 パートナーシップで目標を達成しよう

― 本件に関する報道のお問合せ先 ―
株式会社三井不動産ホテルマネジメント クオリティマネジメント部 担当：後藤
TEL：03-3548-0337 Mail : k-goto@gardenhotels.co.jp
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