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報道関係者各位  

 
 

次世代型ライフスタイルホテル「sequence」誕生１周年企画 

「sequence FEST 2021」 
 

2021年8月1日（日）より開催 
 

 

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、2021年8月1日（日）より、「sequence（シークエ

ンス）」ブランドの3施設にて1周年企画「sequence FEST 2021」を開催いたします。 

2020年8月に開業した次世代型ライフスタイルホテル「sequence」。この夏、「ありがとう」の気持ちを込めて、ブランド

として大切にしている “自由な時間と過ごし方”を体験できる、期間限定の宿泊プランやコンテンツをご用意しました。

訪れてくれた皆さまに「食」と「ホカンス（ホテル×バカンス）」をテーマに、この時期ならではのホテルの過ごし方で、心も

身体もリフレッシュしていただければ幸いです。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「sequence FEST 2021」 概要 

2020年8月に開業したsequence MIYASHITA PARK、sequence KYOTO GOJO、

11月に開業したsequence SUIDOBASHIの3施設にて1周年を記念したアニバーサリー

メニュー、宿泊プランの販売、および抽選会を実施いたします。 

 

期 間 2021年8月1日（日）～8月31日（火） 

対象施設 「sequence MIYASHITA PARK」 （所在：東京都渋谷区） 

「sequence SUIDOBASHI」  （所在：東京都千代田区） 

「sequence KYOTO GOJO」  （所在：京都府京都市） 

 

内 容 アニバーサリーメニュー 

  宿泊プラン① 【#夏得】DEAN & DELUCA ホカンス 

  宿泊プラン② 【#エコ旅】1Day Cycling Stay レンタサイクルで巡る京都 

宿泊プラン③ 【#リフレッシュ旅】Fitness de ホカンス 

   

  プレゼント企画 

  SNSイベント 

   

    詳細はこちら  https://www.sequencehotels.com/campaign/fest2021/ 

sequence MIYASHITA PARK （外観） 

sequence 
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アニバーサリーメニュー 

全施設のカフェにて、期間限定のアニバーサリーメニューを販売いたします。 

・提供期間 : 8月 1日（日）～8月 31日（火） 

・メニュー  :果物を丸ごと使った搾りたての味わいを愉しめるフレッシュジュース 

夏季限定オリジナルブレンドのコーヒー（ICE・HOT） 

 

 

 

 

 

アニバーサリー宿泊プラン ① 

【#夏得】DEAN & DELUCA ホカンス 

【sequence MIYASHITA PARK/sequence SUIDOBASHI/sequence KYOTO GOJO】  

お部屋で愉しめる DEAN & DELUCAの人気のアイテムがついたプラン。 

客室でゆっくり過ごしたい方におすすめのおこもりプランです。 

・プ ラ ン 名 : 【#夏得】DEAN & DELUCA ホカンス 

・ご予約期間 : 7月28日（水）～ 

・ご宿泊期間 : 8月2日（月）～ 

・対象ホテル : sequence MIYASHITA PARK 

         sequence SUIDOBASHI 

                  sequence KYOTO GOJO 

・ご宿泊料金 : 8,940円（税込）～ 

・ご予約方法 : https://secure.reservation.jp/gardenhotels/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?hi_id=39&lang=ja-JP&smp_id=155&to_pos=1 

 

 

 

アニバーサリー宿泊プラン ②       

【#エコ旅】1Day Cycling Stay レンタサイクルで巡る京都 

【sequence KYOTO GOJO】 

京都の風を感じられる、レンタサイクルを愉しむエコツーリズム体験プラン。 

街並みや風景、音や香りに触れながら、新しい"京都時間"を探しに出かけ

ませんか？ 

・プ ラ ン 名 : 【#エコ旅】1Day Cycling Stay レンタサイクルで巡る京都 

・ご予約期間 : 7月28日（水）～ 

・ご宿泊期間 : 8月1日（日）～ 

・対象ホテル : sequence KYOTO GOJO 

・ご宿泊料金 : 6,740円（税込）～ 

・ご予約方法 : https://secure.reservation.jp/gardenhotels/stay_pc/rsv/det_plan.aspx?smp_id=137&hi_id=40&lang=ja-JP 

 

  

アニバーサリー宿泊プラン ③  

【#リフレッシュ旅】Fitness de ホカンス 

【sequence MIYASHITA PARK/sequence SUIDOBASHI】 

日本初のミラー型オンライントレーニング用デバイス“Fitness Mirror”が客室

試せるプラン。運動中の消費カロリーや身体の状態が映し出されるモニター

が内蔵されたフィットネスミラーを体験できる特別ルームにご宿泊いただけ

ます。宿泊期間中にオンラインレッスンを受講する事も可能です。 

・プ ラ ン 名 : 【#リフレッシュ旅】Fitness de ホカンス 

・対象ホテル : sequence MIYASHITA PARK 

         sequence SUIDOBASHI 

※ご宿泊の詳細は、決まり次第、sequenceの公式ホームページに掲載いたします。 

 

sequenceオリジナルドリンク 

商品イメージ 

体験イメージ 

レンタサイクルイメージ 

https://secure.reservation.jp/gardenhotels/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?hi_id=39&lang=ja-JP&smp_id=155&to_pos=1
https://secure.reservation.jp/gardenhotels/stay_pc/rsv/det_plan.aspx?smp_id=137&hi_id=40&lang=ja-JP


3  

  

プレゼント企画 
 

開催期間中にご宿泊いただいた方を対象に、抽選会「sequence FEST 

SLOT」を実施！sequence MIYASHITA PARK の SUITE ROOM 宿泊券

やオリジナル商品などが当たります。 

 

・開催期間 : 8月9日（月）～8月23日（月） 

・対象施設 : sequence MIYASHITA PARK 

          sequence SUIDOBASHI 

          sequence KYOTO GOJO 

・参加方法： 各ホテルのレセプションにスロットを設置しています。 

抽選券と引き換えに参加できます。 

 

 
SNS イベント 

 

開催期間中、sequenceのいずれかのInstagramアカウントをフォローいただき、客室からの

風景や朝食といった滞在シーンを「#sequencehotels」のハッシュタグをつけてInstagram

に投稿いただいた方の中から、抽選で各ホテル3名様（合計9名様）に2021年3月末まで

ご利用いただけるご宿泊招待券をプレゼントいたします。 

 

・投稿期間 : 8月1日（日）～8月31日（火） 

・対象施設 : sequence MIYASHITA PARK （@sequence_miyashitapark） 

         sequence SUIDOBASHI （@sequence_suidobashi） 

         sequence KYOTO GOJO （@sequence_kyotogojo） 

・当選発表 ：当選した方には、DMにて直接ご連絡のうえご宿泊招待券を郵送いたします。 

参加規程については、客室に設置されているご案内をご確認ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【注意事項】 

※ 新型コロナウイルス感染拡大防止のため、館内の一部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。 

※ ホテル館内でも、3密対策・衛生管理にあたり、チェックイン時の検温、手指消毒、マスク着用のご協力をお願いいたします。 

来館時に発熱されている場合には、ご宿泊をお断りする場合がございます。 

※ 画像はイメージです。 

  

プレゼントイメージ 
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【添付資料①】 ブランドコンセプトと施設概要 

「sequence」は“やさしいつながり”という理念のもと、「SMART」 「OPEN」 「CULTURE」 を3つの軸に、ゲストに“自由な時間と、過ごし

方”を提供します。 

 

（1） SMART   ：気の利いた、心豊かになれる時間 

          ・チェックイン17時/翌日14時チェックアウトで自由に過ごせる時間を拡張 

          ・衛生管理につながる顔認証システムによるセルフチェックイン 

         ・使い捨てを減らす取り組みとして再利用素材や脱プラスチック備品の積極的採用による地球環境への配慮 

 

（2） OPEN    ：誰にでも開かれた空間 

         ・屋外とつながる開放的なカフェやレストラン、共用空間 

 

（3） CULTURE：その街ならではの文化を楽しむ体験 

         ・スタッフは心地よい距離感でゲストに寄り添い、滞在をサポート 

         ・地域のクリエイターの感性に触れるアート展示やイベントの実施など 

 

 

 

sequence MIYASHITA PARＫ 

JR渋谷駅徒歩約3分の場所に位置する、公園、商業施設、宿泊施設が一体となったミクス

トユース型プロジェクト「MIYASHITA PARK」内に立地。公園の心地良い雰囲気がそのままホ

テル内に広がります。 

所在地  ：東京都渋谷区6-20-10 MIYASHITA PARK North 

客室数  ：240室 

 

 

 

 

 

sequence SUIDOBASHI 

水道橋エリアで堪能したエンターテインメントの余韻をそのままに、その瞬間を引き続き楽しめ

るホテル。パブリックビューイングスクリーンを設けたオープンテラスでご飲食をお愉しみいただ

けます。 

所在地  ：東京都千代田区神田三崎町2-22-17 

客室数  ：119室 

 

 

 

 

 

sequence KYOTO GOJO 

五条駅・四条駅至近、観光都市京都の中心部に位置する、京都の歴史をコンテンポラリー

にアレンジしたホテル。体験型温浴施設「THE BATH & THE SAUNA」では、新たなリラクゼ

ーションタイムをお愉しみいただけます。 

所在地  ：京都府京都市下京区五条烏丸町409番 

客室数  ：208室 

 

 

 

公式サイト：https://www.sequencehotels.com/ 

  

sequence MIYASHITA PARK 
（レセプション） 

sequence KYOTO GOJO 
（THE BATH & THE SAUNA） 

sequence SUIDOBASHI 
（外観・オープンテラス） 

https://www.sequencehotels.com/
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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、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」「sequence」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/ 

※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。 
※画像はイメージです。 

■ 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 

入館、館内施設利用時の検温と消毒 
  

  

フィジカルディスタンスの確保 
  
  

自動チェックイン機導入による接触軽減  

  

客室内の消毒と抗菌対策の徹底 
 

  

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 
  

  

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 
  

  

レストラン店内のアクリルボード設置と 
マスク・手袋着用の徹底（ビュッフェ） 
  

  

レストラン店内ではマスクケースをご用意  スタッフの体調管理の徹底 
  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
―本件に関する報道関係お問合せ先― 

 

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  後藤 
直通：03-3548-0337   Mail： k-goto@gardenhotels.co.jp 

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/esg_csr/
mailto:k-goto@gardenhotels.co.jp

