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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2周年イベント企画 

「sequence FEST 2022」 
 

2022年7月20日（水）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、2022年7月20日（水）より、「sequence（シーク

エンス）」ブランドの3施設にて2周年企画「sequence FEST 2022」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」。 

今年は「地域の文化・魅力再発見」をテーマに、期間限定の宿泊プランやコンテンツをご用意しました。 

この時期限定のホテルの過ごし方で、旅を愉しんでいただき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 2022」 概要 

・sequence 3施設（sequence MIYASHITA PARK、sequence KYOTO GOJO、

sequence SUIDOBASHI）で、2周年を記念した装飾などを期間限定で開催。 

・宿泊プランの他、オリジナルドリンク、スイーツ、宿泊者を対象にプレゼント

企画を実施します。 

 

期 間 2022年7月20日（水）～8月31日（水） 

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

「sequence SUIDOBASHI」  （所在地：東京都千代田区） 

「sequence KYOTO GOJO」  （所在地：京都府京都市） 

 

内 容 ・シーズナルドリンク＆スイーツ 

・コラボカクテル（東京「虎ノ門蒸留所」京都「季の美」） 

  宿泊プラン 

【#グランピング】MIYASHITA PARKを一望！ 

都心でアウトドア気分を 

   【#ホカンス】五感で感じるReラックスステイ 

 【#夜更かし】夏休み応援 ゲームや動画であそばナイト 

   プレゼント企画 

                          館内装飾（PHOTO SPOTなど）   

  「思い出写真コンテスト」 インスタグラム写真投稿コンテスト 

      詳細はこちら  https://www.sequencehotels.com/campaign/fest2022/ 

sequence MIYASHITA PARK （外観） 

sequence 

NEWS LETTER 
2022 年 7 月 19 日 

株式会社三井不動産ホテルマネジメント 

sequence KYOTO GOJO （ロビー） sequence SUIDOBASHI（外観） 

https://www.sequencehotels.com/campaign/fest2022/
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シーズナルドリンク＆スイーツ（期間限定） 

 

ホテルカフェ＆バーにて、期間限定のメニューをご用意します。外来の方もお愉しみ頂けます。 

提供期間：7月 20日（水）～8月 31日（水） 

 

① シーズナルドリンク（全店） 

・「生絞りオレンジ」とエルダーフラワーのソーダ 

オレンジを丸ごと１つ、その場で生搾りした 100％果汁と白

ぶどうのような香りのエルダーフラワーをあわせた期間限

定のフレッシュッソーダをご賞味ください。 

 

②シーズナルスイーツ（店舗限定） 

sequence MIYASHITA PARＫ（渋谷） 

・懐かしのメロン/真夏のクリームソーダ 

ミヤシタパークのグリーンをイメージしたどこか懐かしい 

味わいのメロン風味と夏のカラッと晴れた青空をイメージ 

したラムネ風味の 2種類をご用意しています。 

 

sequence SUIDOBASHI（東京水道橋） 

・コーヒーゼリー アフォガード 

期間限定のサマーブレンドコーヒーを使用した、初夏を感じる爽やかな食べるドリンク。 

アイスクリームをアフォガードしながらご賞味ください。 

 

sequence KYOTO GOJO（京都五条） 

・初雪ふわふわかき氷 

初雪のようなふわふわの食感とベースに隠れたゼリーと 

フルーツを添えてパフェ感覚で楽しめるかき氷です。 

マンゴー、ラズベリー、抹茶の特製シロップをご用意しています。 

 

 

オリジナルカクテル（店舗限定） 

sequence MIYASHITA PARＫ、sequence SUIDOBASHI 

・青梅の梅のジンソーダ/トニック 

虎ノ門蒸留所の季節のジン”青梅の梅”を使用したカクテル。 

ジンのボタニカルには、東京の梅の産地、青梅で採れた梅が使

用され、甘く酸い梅の香りをそのままに味わえる、この季節ならで

はの特別な一杯をお楽しみください。 

 

・虎ノ門蒸留所とは… 

東京でつくる、新しい日常酒 

"トーキョーローカルスピリッツ"をコンセプトに季節を感じるボ

タニカルで香り付けをするジンを蒸溜しています。 

https://www.welcome.jp/brands/toranomon_distillery 

 

sequence KYOTO ＧＯＪＯ 

・季の美ジンソーダ／ジントニック 

日本初のジン専門蒸留所が作る京都発ジャパニーズクラフト

ジン、「季の美」をベースにしたオリジナルカクテルや味わいの

異なる「季の美」を楽しめる飲み比べセットもご用意。和のボタ

ニカルを使用したジンの優しいカクテルをお楽しみください。 

 

京都蒸留所とは 

京都蒸溜所は歴史ある京都のクラフトマンシップに感銘を

受け京都に創立したジン蒸溜所です。 

https://kyotodistillery.jp/ 

https://www.welcome.jp/brands/toranomon_distillery
https://kyotodistillery.jp/
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各施設のカフェで期間限定メニューをご用意しています。 

sequence MIYASHITA PARＫ  店舗：VALLEY PARK STAND  @valleyparkstand 

sequence SUIDOBASHI     店舗：KANPAI TERRACE        @kanpaiterrace_sequence        

  sequence KYOTO GOJO    店舗：THE TASTE                   @thetaste_sequence    

 

宿泊プラン 
 

プラン名 :【#グランピング】MIYASHITA PARK を一望！都心でアウトドア気分を 

 

「グランピングルーム」で普段と違うホテル滞在をお楽しみいただけます。

隣接のMIYASHITA PARKでパークピクニックも楽しめる貸出アイテムもご

用意。都会の中で気軽にスタイリッシュなアウトドアステイを体験してくださ

い。 

・対象ホテル : sequence MIYASHITA PARK 

・ご予約期間 : 2022年7月20日（水）～ 

・ご宿泊期間 : 2022年8月1日（月）～ 

・ご宿泊料金 : 25,400円（税込）～ 

・ご予約方法 : 下記よりご予約いただけます

https://secure.reservation.jp/gardenhotels/stay_pc/rsv/det_plan.aspx?smp_id=211&hi_id=39&lang=ja-JP 

 

 

プラン名 :【#ホカンス】五感で感じる Re ラックスステイ 

 

リラクゼーションスペースのスチームサウナが、期間限定のカラーと香りでお

楽しみいただけます。お部屋ではプラネタリウム体験「視覚」、高音質スピー

カーの音楽「聴覚」、京都産ひのきのピローミスト「嗅覚」、まくらやマッサージ

クッション「触覚」、何度でも食べられる朝食「味覚」と、五感全てで滞在を

満喫していただけます。 

・対象ホテル : sequence KYOTO GOJO 

・ご予約期間 : 2022年7月20日（水）～ 

・ご宿泊期間 : 2022年8月1日（月）～ 

・ご宿泊料金 : 12,420円（宿泊税別）～ 

・ご予約方法 : 下記よりご予約いただけます 

https://secure.reservation.jp/gardenhotels/stay_pc/rsv/det_plan.aspx?smp_id=184&hi_id=40&lang=ja-JP 

 

  

プラン名：【#夜ふかし】遊び放題のコンセプトルームで夜更かしを楽しもう！ 

 

お菓子セット特典付き！お部屋で Nintendo Switchやボードゲームをお楽しみ

いただけるプランです。お友達と一緒にゲームで盛り上がったり、カップルでゆ

ったり映像鑑賞はいかがですか？ 

 

・対象ホテル :sequence SUIDOBASHI 

・ご予約期間 : 2022年7月20日（水）～ 

・ご宿泊期間 : 2022年8月1日（月）～ 

・ご宿泊料金 : 10,600円（税込）～ 

・ご予約方法 : 下記よりご予約いただけます

https://secure.reservation.jp/gardenhotels/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id

=150&hi_id=42&lang=ja-JP 

https://secure.reservation.jp/gardenhotels/stay_pc/rsv/det_plan.aspx?smp_id=211&hi_id=39&lang=ja-JP
https://secure.reservation.jp/gardenhotels/stay_pc/rsv/det_plan.aspx?smp_id=184&hi_id=40&lang=ja-JP
https://secure.reservation.jp/gardenhotels/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=150&hi_id=42&lang=ja-JP
https://secure.reservation.jp/gardenhotels/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=150&hi_id=42&lang=ja-JP
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プラン名：【#お得旅】 夏休み親子旅応援～小学生以下添い寝無料 

 

夏休みの家族旅行を応援します！各地（東京渋谷・水道橋・京都五条）にある

シークエンス３施設では、夏休み期間限定で小学生以下のお子様の添い寝無

料です。この機会に、ご家族でライフスタイルホテルを体験してみてください。 

 

・対象ホテル : sequence MIYASHITA PARK、sequence SUIDOBASHI、

sequence KYOTO GOJO  

・ご予約期間 : 2022年7月20日（水）～ 

・ご宿泊期間 : 2022年8月1日（月）～ 

 

 

プレゼント企画 
 

その①：缶バッチ、ステッカー先着順プレゼント 
 Taku Bannaiさんデザインの、FESTのビジュアルを使った、缶バッチ＆ステッカーを毎日 

 先着30名にプレゼント！スタッフにお声がけください。 

 

その②：プレゼント抽選会＆全員プレゼント 
下記期間の宿泊者を対象に、抽選会「sequence FEST SLOT」を実

施！sequence MIYASHITA PARKの SUITE ROOM宿泊券や各施設

で選んだ地域性に富んだ素敵な商品が当たります。 

 

・開催期間 : 2022年8月9日（火）～8月23日（火） 

・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ます。 

ご宿泊者の方は参加できます（無料宿泊者以外） 

 

 
インスタグラム写真コンテスト 

「シークエンス思い出写真展 2022」 

 

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、 

「#シークエンス思い出写真展2022」のハッシュタグを付けて、館内で撮影した写真を投

稿いただいた方の中から、抽選で素敵な商品をプレゼントいたします。 

 

・投稿期間 : 2022年8月1日（月）～8月31日（水） 

・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にて直接ご連絡させていただきます。 

詳細については、後日公式WEBサイトにて発表いたします。 

【注意事項】 

※ 新型コロナウイルス感染拡大の状況により、内容に変更となる場合がございます。 

最新の情報は各ホテル公式WEBサイトをご確認ください。 

※ 画像はイメージです。  
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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B1出口徒歩約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 

JR水道橋駅西口より徒歩約1分。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、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に掲載の通りに対応を行ってまいります。 

https://corp.gardenhotels.co.jp/hygiene/ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
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。  

 
■エコラボ(Ecolab)について  
エコラボは、水、衛生、感染防止のソリューションとサービスのグローバルリーダーです。 

世界170カ国以上、300万カ所に及ぶお客さまの現場で信頼されるパートナーとして、

人々と地球、ビジネスの健全性を守る取り組みを支援します。 

詳しくは www.ecolab.com をご覧ください。 

 

 

※対策の詳細はホテルの設備状況によって異なります。 
※ホテルによって、朝食ビュッフェの提供を停止しています。詳細は各ホテルの公式 WEBサイトをご確認ください。 
※画像はイメージです。 

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://corp.gardenhotels.co.jp/hygiene/
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.ecolab.com&d=DwMFJg&c=R4udRNyIiHJYar3xcwH9XrdWsEcMACa1b_fgJjws5l8&r=xwzbiGNCJ28S-IVtcGgjXoNv0UMphpjst_2UKr51L04&m=Ixb2-oVG9MA27X9M9IOUudl63c0Shh27qVdoQYOE5Wiv1TgFOYnIcMNFRRfdYqgo&s=rmUr3ye6vXLTYHGl-dyUY60dWrKy5ytuYTA9Nn-07LA&e=
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【添付資料③】「三井不動産９BOX感染対策基準」について  

 

三井不動産グループでは、安心して当社グループの施設をご利用いただくために、医学的・工学

的知見に基づくわかりやすい感染対策が必須と考え、グループ共通の「三井不動産９BOX感染

対策基準」を策定し、施設ごとの新型コロナウイルス感染対策を徹底しております。当社グループ

はオフィスビル、商業、ホテル、リゾート、ロジスティクス、住宅等、多様な施設を展開しており、当

社グループだけでなく社会全体で共有しやすい項目として提示することで、社会共通の課題解決

に貢献したいと考えています。 

当社グループは引き続き、安心・安全な街づくりを通して持続可能な社会の実現に取り組んでま

いります。 

※参考リリース：https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1001_01/  

 

 

 

【添付資料④】 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。また、2021年 11月には「脱炭素社会の実現」、「ダイバーシティ＆インクルージョ

ン推進」に関し、下記の通りグループ指針を策定しました。今後も、当社グループは街づくりを通じた社会課題の解決に向け

て取り組んでまいります。 

【参考】  

・「脱炭素社会実現に向けグループ行動計画を策定」 

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1124/ 

・「ダイバーシティ&インクルージョン推進宣言および取り組み方針を策定」 

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1129_02/ 

 

※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― 

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  片貝・成宮 
直通：03-3548-0337 

 
―宿泊に関するお問合せ先― 

sequence MIYASHITA PARK   03-5468-6131 
sequence SUIDOBASHI         03-3222-3131 

sequence KYOTO GOJO         075-353-0031 
 

https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1001_01/
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/esg_csr/
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1124/
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/1129_02/

