
2017年10月23日
株式会社三井不動産ホテルマネジメント

新ホテルブランド『ザ セレスティンホテルズ』
デスティネーション型ホテルならではのクリスマスの特別な滞在

クリスマス 特別宿泊プランを販売
京都祇園：「フラワーフレグランスプラン」

銀座：「華麗なる静謐大人たちのクリスマスプラン」
東京芝：「Christmas Inspirationクリスマス特別ディナープラン」

～10月23日（月）14時より予約開始～
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株式会社三井不動産ホテルマネジメント（本社：東京都港区東新橋）は、新ホテルブランド『ザ セレスティ
ンホテルズ』にて、大切な方と思い出に残るクリスマスをお過ごしいただける特別な宿泊プランを販売いたし
ます。

『ホテル ザ セレスティン京都祇園』では、12月1日(金)～12月25日(月)の間、「祇園フラワースタイル いろ
は」とコラボレーションした「フラワーフレグランスプラン」を販売。まるで本物のバラのように作られた入
浴剤をお部屋にご用意し、柔らかに香る至福のバスタイムを演出します。

『ホテル ザ セレスティン銀座』では、12月1日(金)～25日(月)の間、「サンジョルディフラワーズ ザ・デコ
レーター」とコラボレーションした「華麗なる静謐(せいひつ) 大人たちのクリスマスプラン」を販売。1日1室
限定のクリスマス特別ルームにてベッドの上にフラワーでお好みの文字を描くサプライズな演出をお手伝いし
ます。

『ホテル ザ セレスティン東京芝』では、12月22日(金)～25日(月)の間、鹿児島が誇る黒毛和牛など、最高の
食材を使ったフレンチコースとシャンパンが楽しめる「Christmas Inspiration クリスマス特別ディナープラン」
を販売。第11回全国和牛能力共進会で総合優勝を果たし、日本一となった鹿児島黒毛和牛のポワレをメインと
したシェフ渾身のお料理をご堪能いただけます。

『ザ セレスティンホテルズ』は、滞在そのものが目的となる「デスティネーション型ホテル」を目指し、
3つのブランドコンセプト「ローカル エクスペリエンス」「プライベート スタイル」「パーソナライズド
ホスピタリティ」を掲げています。京都祇園、銀座、東京芝で、それぞれの特別なクリスマスのご滞在をお楽
しみください。

＜予約・お問合せ先＞
ホテルザセレスティン京都祇園 TEL：075-532-3111

https://www.celestinehotels.jp/kyoto-gion/
ホテルザセレスティン銀座 TEL： 03-3572-3111

https://www.celestinehotels.jp/ginza/
ホテルザセレスティン東京芝 TEL： 03-5441-4111（平日10:00～18:00）

https://www.celestinehotels.jp/tokyo-shiba/

「フラワーフレグランスプラン」
イメージ

「華麗なる静謐大人たちのクリスマス
プラン」イメージ

「Christmas Inspiration
クリスマス特別ディナープラン」

イメージ

せいひつ



ホテル ザ セレスティン京都祇園

＜セレスティンデラックス八坂＞

＜フラワーフレグランスプラン＞

◆期 間：2017年12月1日（金）～2017年12月25日（月）
◆価 格：15,000円～（2名1室 1人あたり・税込）

※価格は客室タイプ、宿泊日によって異なります。

◆客室タイプ：スーペリアツイン・デラックスツイン・セレスティンツイン・セレスティンデラックス八坂・
セレスティンデラックス東山

◆内 容：「祇園フラワースタイル いろは」とコラボレーションし、まるで本物のバラのように精巧
に作られた入浴剤を『ザ セレスティンホテルズ』のロゴをあしらった木箱に入れて各客室に
ご用意いたします。（1滞在につき1箱）
柔らかなバラの香りに包まれながら、特別なクリスマスのひとときをお愉しみいただけます。
入浴剤としてだけではなく、ルームフレグランスとしてもお使いいただくことができます。
ご滞在中のみならず、幸せなひとときの思い出としてお持ち帰りいただけます。
お店がテーマとしている「京都らしさ」をコンセプトとした デザインの点において当ホテル
ブランドコンセプトの“ローカル エクスペリエンス”と合致したことから今回コラボレーシ
ョンに至りました。

＜祇園フラワースタイル いろはについて＞

京都・四条縄手にあり、花街の風情に溶け込む落ち着いた京町家風の店構えの花
屋です。
他にはない「京都らしさ」「祇園らしさ」をコンセプトに花のアレンジにも西陣
織のモチーフを巧みに使うなど、和の要素を取り入れた新鮮なアプローチで独特
なスタイルを提案し人気を博しています。

＜ホテル ザ セレスティン京都祇園について＞
・京都東山エリア・八坂通に面した情緒溢れる閑静な立地、祇園、清水寺、鴨川等も近接
・日本の伝統や京の風景を現代に置き換えたデザインや、「東山」「八坂」を冠したコンセプトルームが特長

【開業日】 2017年9月7日（木）
【客室数】 157室
【所在地】 京都府京都市東山区八坂通東大路西入る小松町572
【アクセス】 阪急京都本線「河原町」駅徒歩約12分、京阪本線「祇園四条」駅徒歩約10分

JR・地下鉄「京都」駅から無料シャトルバスにて約10分
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＜フラワーフレグランスプラン イメージ＞



「サンジョルディフラワーズ ザ・デコレーター」は、花を通して大
切な人へ気持ちを伝え、思いを結ぶサービスを提供するフラワー
ショップです。「大人の男性」をターゲットに、東京・恵比寿から

スタートし、全国７店舗、韓国・ソウルに１店舗展開。スタイリッシュなフラワ
ーギフトをすべてオーダーメイドで提供し、高級感のある黒いボックスに花を閉
じ込めて贈るスタイルが特徴のブランドです。2017年7月開催の「アート・フロ
ーラル 国際コンクール」に日本代表として出場の実績を持つ。
当ホテルのフラワーアレンジメント全体を担当。

＜サンジョルディフラワーズ ザ・デコレーターについて＞

＜華麗なる静謐 大人たちのクリスマスプラン＞ 1日1室限定

◆期 間：2017年12月1日（金）～2017年12月25日（月）
◆価 格：32,100円～（2名1室 1人あたり・税込）

※価格は宿泊日、フラワーの演出内容によって異なります。
◆客室タイプ：セレスティンツイン（13階）
◆内 容：「サンジョルディフラワーズ ザ・デコレーター」とコラボレーションし、華やかなクリスマス

ツリーを飾り付けた1日1室限定のクリスマス特別ルームをご用意。
ベッドの上にお客さまのお好みの文字をフラワーで描く演出で特別なクリスマスのご滞在をお
手伝いいたします。
プロポーズや日頃の感謝の気持ちなど、大切な方へのメッセージとともに、特別な一日の思い
出を刻んでいただけます。

＜華麗なる静謐 大人たちのクリスマスプラン イメージ＞ ＜セレスティンツイン＞

＜ホテル ザ セレスティン銀座について＞

・銀座のメインストリートに面しながらも、街の喧騒とは対照的なプライベート感のある上質な滞在空間
・ホテル最上階には、「ひとの温かみを感じていただけるレストラン」を掲げる「Casita（カシータ）」が
銀座初出店

【開業日】 2017年10月5日（木）
【客室数】 104室
【所在地】 東京都中央区銀座8丁目4-22
【アクセス】JR「新橋」駅徒歩約3分

東京メトロ銀座線「新橋」駅徒歩約3分、東京メトロ銀座線「銀座」駅徒歩約7分
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ホテル ザ セレスティン銀座

せいひつ



◆期 間：2017年12月22日（金）～2017年12月25日（月）
◆価 格：23,850円～（2名1室 1人あたり・税込）※価格は客室タイプ、宿泊日によって異なります。
◆客室タイプ：全客室タイプ

◆内 容：最高の食材を使ったフレンチコース付、クリスマス限定宿泊プラン。5年に1度の「和牛の五
輪」と呼ばれる第11回全国和牛能力共進会で、総合優勝を果たし日本一となった鹿児島黒毛和
牛を中心に鹿児島の食材を振る舞います。メインディッシュではその鹿児島黒毛和牛をトリュ
フのソースでまとったシェフ渾身のお料理をご堪能いただけます。聖夜を彩るフルコース（お
一人様グラスシャンパン1杯付き）で、非日常のひとときをお過ごしいただけます。更に、12
月25日(月)はよりスペシャルなお料理が、聖なる夜をロマンティックに演出します。

※ディナータイムは2部制となります。
第1部 17:30～19:30、第2部 20:30～22:30 ※22日（金）と25日（月）は19:00～21:00のみとなります。

＜スーペリアダブル＞

＜ホテル ザ セレスティン東京芝について＞
・かつて薩摩藩江戸上屋敷が構えられた歴史的ゆかりのある立地
・ブランド初となる「リラクゼーション・スパ」、「フィットネスルーム」を新設

【開業日】 2017年11月28日(火) (リブランドオープン)
【客室数】 243室
【所在地】 東京都港区芝3丁目23-1
【アクセス】都営地下鉄三田線「芝公園」駅徒歩約1分、都営地下鉄浅草線「三田」駅徒歩約3分

都営地下鉄大江戸線「赤羽橋」駅徒歩約8分 -4-

ホテル ザ セレスティン東京芝（2017年11月28日リブランドオープン）

＜コースメニュー＞

Pudding de foie gras au vin rouges corse
～聖夜の贈り物～ フォワグラのプディングと赤ワインのコルセ

Salade de pommes , pâté de campagne coulis de fruits rouges et ̏umeboshi˝
リンゴのサラダと自家製パテ ド カンパーニュ ベリーと梅のクーリで

Velouté de champignons aux poivre rose
色々な茸のヴルーテ ピンクペッパー飾り

Bérix à la ̏kaburamushi˝ avec consommé double au yuzu
鹿児島県産 金目鯛のかぶら蒸し風 柚子香るダブルコンソメに浮かべて

Boeuf poêlé sauce périgueux
鹿児島県産 黒毛和牛のポワレ トリュフのソース

Mousse au fromage et chocolat blanc,crumble au chocolat
“ノエル”チーズとホワイトチョコレートのムースとチョコレートのクランブル

Pain
天然酵母のパン

Café ou Thé
ホテル ザ セレスティン東京芝オリジナルブレンドコーヒーまたは紅茶

※ 食材などの都合により、メニューが変更となる場合がございます

＜ Christmas Inspirationクリスマス特別
ディナープラン イメージ＞

＜Christmas Inspiration クリスマス特別ディナープランシャンパン（ローラン・ペリエ・ブリュット）1グラス付き＞



＜ザ セレスティンホテルズについて＞
新ホテルブランド『ザ セレスティンホテルズ』の源流は、現在、東京芝にある「セレスティンホテル」に由来しま
す。「セレスティンホテル」は、旧薩摩藩上屋敷跡地という地域特性を活かし、上質なプライベート感とゲストサー
ビスのこだわりを提供することで、多くのリピーターに愛されてまいりました。その精神を新ホテルブランドのコン
セプトとして継承しながらも、顧客ニーズやホテル市場の変化に対応した新たなブランド価値を創造していきます。

◆『ザ セレスティンホテルズ』が掲げる、3つのブランドコンセプト
（1） 「ローカル エクスペリエンス（Local Experience）“この国の、それぞれの土地の、体験を。”」

その地域を象徴するような文化・歴史性が深いロケーションにおいて、地域を尊重し融和させた上質なデザイン
と、その土地ならではの多様な滞在体験を提供します。

（2） 「プライベート スタイル（Private Style）“自分らしい時間のために、帰る場所。”」
お客様が「第2の我が家」のように寛いでいただける、心地よい規模のプライベート空間を創出します。

（3） 「パーソナライズドホスピタリティ（Personalized Hospitality）お客さまの数だけ、おもてなしがある。”」
お客様一人ひとりの目線や嗜好に寄り添い、心配りの効いた日本ならではの、さりげないおもてなしを提供し
ます。

■三井不動産ホテルマネジメントグループについて

三井不動産ホテルマネジメントグループは、三井ガーデンホテルズを全国に20ホテル（5,337室）運営しており、
2018年には東京の大手町・東五反田・日本橋に、2019年には金沢と博多に新規ホテルを開業いたします 。
また、本年秋にはセレスティンホテル（東京芝）を「ホテル ザ セレスティン東京芝」としてリブランドオープン
し、「ザ セレスティンホテルズ」は全国で3ホテルとなり、グループ運営客室数が約7,000室となる予定です。
「記憶に残るホテル」「感性豊かなお客様の五感を満たすホテル」という理念・ホテルコンセプトのもと、デザ
イン性の高さと機能性を備えた滞在空間に、ホスピタリティ溢れるサービスを提供しています。

銀座プレミア：ロビー 名古屋プレミア：ロビー 京都新町 別邸：エントランス 大阪プレミア：外観
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