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                                2021年9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 

ホテル×住まいのサブスクリプションサービス「サブ住
す

む」 

「HOTELどこでもパス」好評につきバージョンアップして第2弾販売決定！ 
HOTEL THE MITSUI KYOTO/ハレクラニ沖縄のギフト券プレゼントプランも販売 

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、2021年2月に販売し、販売上限数の8倍以上の

応募をいただくなど好評を博した「サブ住む HOTELどこでもパス」について、バージョンアップして第2弾の提供を開始するこ

とを決定しました。テレワークの推進やワーケーションが注目される等、コロナ禍において大きく変化したライフスタイルに着目

し、ホテルを活用した新しい「住まいと暮らし」の形をご提案いたします。 

なお、6月から追加販売している「HOTELここだけパス」も継続販売中です。 

詳細はWEBサイトをご確認ください。https://corp.gardenhotels.co.jp/campaign/subsumu/ 

「サブ住
す

む」 
住まいをもっと自由に、もっと気軽に、もっと楽しく、をコンセプトとした 

ホテル×住まい×サブスクリプションサービス 

 
 
 

全国のいろいろな場所の、いろいろなホテルを自由に愉しみたい方におすすめのプラン。 

30 泊の場合…21 万円＋利用料（スタンダードクラス 500 円/泊・室 または アッパークラス 2,000 円/泊・室または  
ハイクラス 8,000 円/泊・室）で、全国 12 都道府県 38 施設から、毎日お好きなホテルを自由にお選びいただけます。 

 

① お客様からの声を反映し、自宅とホテルをお客様の都合で使い分けられるよう、 

ご利用開始から 45 日間のうち 30 泊 と 90 日間のうち 60 泊の 2 種類のプランをご用意 

② 対象ホテルにザ セレスティンホテルズが追加となり、第 1 弾の計 35 ホテルから計 38 ホテルに拡大 

③ 90 日間 60 泊のプランをご予約いただいた方には、「HOTEL THE MITSUI KYOTO」もしくは「ハレクラニ沖縄」 
でご利用いただけるホテルギフト券１万円分をプレゼント 

 

HOTEL どこでもパス 
―全国いつでもどこでもあなたの住まいが見つかる― 

 
 

 

お気に入りのホテルにじっくり住んでみたい方におすすめのプラン。 

14 泊からの定額料金で、全国 12 都道府県 38 施設のお好きなお部屋を選んで、憧れのホテル住まいを始めることが
できます。（※都内は 15 万円～/30 泊） 

ホテルなので、面倒な契約や初期費用も一切不要、家具・清掃付。 

HOTEL ここだけパス 
―お気に入りのホテルがあなたのお住まいに― 

ホテル ザ セレスティン京都祇園 
 

「HOTEL どこでもパス」 第 2 弾の特長 

ハレクラニ沖縄 
 

三井ガーデンホテル神宮外苑の杜プレミア 
 

第2弾販売開始 
（先着300名限定） 

好評販売中 

https://corp.gardenhotels.co.jp/campaign/subsumu/
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■プラン  ①ご利用開始から45日間のうち30泊ご宿泊いただけるプラン 

  ②ご利用開始から90日間のうち60泊ご宿泊いただけるプラン 

■ご料金（税込） 固定使用料 21万円/45日間・30泊   利用料  スタンダードクラス  500円/泊・室 
42万円/90日間・60泊    アッパークラス            2,000円/泊・室 

ハイクラス            8,000円/泊・室 

■ご利用開始日     ①ご利用開始から 45 日間のうち 30 泊ご宿泊いただけるプラン 

2021 年 10 月 6 日（水）～2022 年 2 月 14 日（月）の間でお選びいただけます。 

②ご利用開始から 90 日間のうち 60 泊ご宿泊いただけるプラン  

2021 年 10 月 6 日（水）～2021 年 12 月 28 日（火）の間でお選びいただけます。 

※12/31～1/2 は全ホテルで利用除外日です。この 3 日間は利用期間の日数には含みません。 

■お申込み方法 本サービスは300名限定の先着順のサービスです。（2021年9月30日16時予約受付開始） 

             お申込みはこちらのWEBサイトをご確認ください。 

             （https://corp.gardenhotels.co.jp/campaign/subsumu/dokodemo/） 

■対象ホテル  

 
 

 

■特典  ・90 日間 60 泊のプランをご予約いただいた方には、「HOTEL THE MITSUI KYOTO」もしくは 

「ハレクラニ沖縄」でご利用いただけるホテルギフト券１万円分をお渡しいたします。 

・カレコ・カーシェアリングクラブ（careco）の新規入会特典 

-個人ベーシックプラン月会費（980 円）2 ヶ月無料および 2,000 円分利用クーポンを付与 

 

■注意事項 ・お連れ様は１名まで無料でご利用いただけます。 

・館内の付帯施設は営業内容が通常と異なる場合がございます。詳細は各施設の公式 WEB サイトを

ご確認ください。 

・本プランはGoToトラベルキャンペーン対象外です。 

スタンダードクラス（利用料500円/泊）　　計25施設
東京都 三井ガーデンホテル大手町 石川県 三井ガーデンホテル金沢

三井ガーデンホテル京橋 京都府 三井ガーデンホテル京都三条

三井ガーデンホテル銀座五丁目 三井ガーデンホテル京都四条

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京都駅前

三井ガーデンホテル上野 三井ガーデンホテル京都河原町浄教寺

三井ガーデンホテル五反田 sequence KYOTO GOJO

sequence SUIDOBASHI 大阪府 三井ガーデンホテル大阪淀屋橋

北海道 三井ガーデンホテル札幌 岡山県 三井ガーデンホテル岡山

三井ガーデンホテル札幌ウエスト 広島県 三井ガーデンホテル広島

宮城県 三井ガーデンホテル仙台 福岡県 三井ガーデンホテル福岡祇園

千葉県 三井ガーデンホテル千葉 三井ガーデンホテル福岡中洲

三井ガーデンホテル柏の葉 熊本県 三井ガーデンホテル熊本

三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ

アッパークラス（利用料2,000円/泊）　　　計10施設
東京都 三井ガーデンホテル銀座プレミア 愛知県 三井ガーデンホテル名古屋プレミア

ミレニアム 三井ガーデンホテル 東京 京都府 三井ガーデンホテル京都新町 別邸

三井ガーデンホテル日本橋プレミア 大阪府 三井ガーデンホテル大阪プレミア

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豊洲ベイサイドクロス

sequence MIYASHITA PARK

ハイクラス（利用料8,000円/泊）　　　計3施設
東京都 ホテル ザ セレスティン銀座 京都府 ホテル ザ セレスティン京都祇園

ホテル ザ セレスティン東京芝

「HOTEL どこでもパス」概要 

+ 
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(参考) 「HOTELどこでもパス」 ご利用イメージ ① 
 

日～木曜日 

出社の必要がない日は、自宅近くの「sequence KYOTO GOJO」に

連泊してテレワーク。顔認証キーが導入されているため、客室にも 

カードキーなしで出入りできて楽ちん。 

アフター6は、ホテルの大浴場やサウナで汗を流す（男女入替制）。 

たまには贅沢にホテルの朝食を（有料）。7時から14時までいつでも

利用できるので、朝食からランチまで使えてとてもお得。 

金・土曜日 

週末は贅沢に「ホテル ザ セレスティン京都祇園」に連泊。 

金曜日夜は 60 泊プランの特典（ホテルギフト券１万円分）

を利用して、ラグジュアリーホテルの「HOTEL THE MITSUI 

KYOTO」内レストランでディナーを楽しむ。 

 

翌週日～火曜日 

出社する必要があるので、会社から徒歩圏の「三井ガーデン 

ホテル大阪プレミア」に３連泊。通勤も楽々。 

仕事終わりは最上階にある人工炭酸泉の大浴場で、心も体も

癒される。 

(参考) 「HOTELどこでもパス」 ご利用イメージ ② 
 

翌週月～金曜日 

「三井ガーデンホテル五反田」に連泊。 

出社の必要がない日は、ホテルでテレワーク。 

仕事が終わったら、最上階の夜景の見える外湯付の大浴場でリフ

レッシュ。 

翌土曜日 

自分へのご褒美に「ホテル ザ セレスティン銀座」へ。 

夜は東京タワーが見える最上階のレストラン＆バーで贅沢にデ

ィナー。 

ディナー後はゆったりとした客室でくつろぎのひとときを。 

日～木曜日 

JR水道橋駅前の「sequence SUIDOBASHI」に連泊。 

オリジナルタンブラー(※)を購入して、宿泊中飲み放題のコーヒーを

飲みながら、ゆったり朝支度。会社も徒歩圏なので、朝夕、満員

電車回避で安心。 

（※） 宿泊者限定で税込600円。ホテルフロントにて購入いただけます。 

金曜日 

「三井ガーデンホテル豊洲ベイサイドクロス」へ。 

ホテルから素晴らしい夜景を見ながら、 

お部屋にテイクアウトフードを持ち込み贅沢な夜を。 

土～日曜日 

自宅に翌週の仕事の書類や着替えを取りに帰る。そのまま自宅で家族と共に過ごす。 
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【添付資料①】 HOTELここだけパスの概要 

 

 
 

テレワークの第二の拠点としてのセカンドハウス利用、引っ越しやリフォームの隙間期間の中期滞在、サービスや施設が充

実したホテルでのデュアルライフ（二拠点生活）等、多様化するお客様のニーズにお応えして、全国12都道府県38施設の

「ザ セレスティンホテルズ」「三井ガーデンホテルズ」「sequence」から、お好きなホテルのお好きなお部屋を14泊以上から定

額料金でご利用いただける「HOTELここだけパス」を販売中です。 

 

 
■ご宿泊対象日  ～2021 年 12 月 28 日（火） 

■ご料金（税込） 14～29泊プラン、30泊からの定額プランからお選びいただきます。 

             31泊目以降の追加分は別途1泊あたり定額の追加料金をお支払いいただきます。 

■対象ホテル    「HOTEL どこでもパス」同様、全 38 施設 

■注意事項 ・ホテルの空き状況等により、ご希望のホテル・お部屋で本プランをご利用いただけない場合がございます。 

・お部屋の清掃・リネンの交換は 3 日に 1 回とさせていただきます。 

・館内の付帯施設は営業内容が通常と異なる場合がございます。詳細は各施設の公式 WEB サイト 

をご確認ください。 

・本プランは GoTo トラベルキャンペーン対象外です。 

・お申込みはこちらの WEB サイトをご確認ください。 

              https://corp.gardenhotels.co.jp/campaign/subsumu/kokodake/ 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

HOTELここだけパス 
―お気に入りのホテルがあなたのお住まいに― 

「HOTEL ここだけパス」概要 

 (参考) 「HOTELここだけパス」 おすすめピックアップホテル 
 

好評販売中 
 

https://corp.gardenhotels.co.jp/campaign/subsumu/kokodake/
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【添付資料②】 当社が運営する日本全国のザ セレスティンホテルズ、三井ガーデンホテルズ、sequence
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【添付資料③】 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/  

 
 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  

 

 

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

