
1/7 
 

 

 
 

2021 年 6 月 17 日 
報道関係者各位 

三井不動産株式会社 
株式会社東京ドーム 

株式会社東京ドームホテル 
株式会社三井不動産ホテルマネジメント 

  

三井不動産グループ連携 ホテルサブスクサービス「サブ住む」新商品 

東京ドームシティで暮らそう！ホテル×エンタメ 

「CITY まるごと DOME（ドム）住む」販売開始！ 

“遊び・癒し・美食・寛ぎ”お客様の毎日に“楽しさ”が見つかる 30 日間 

 

株式会社東京ドームホテルは、三井不動産株式会社・株式会社東京ドーム・株式会社三井不動産ホテルマネジメントと共同

し、三井不動産グループが 2021 年 2 月から販売し好評を得ている「ホテル×住まいの新しいサブスクリプションサービス サブ

住む」の新商品「CITY まるごと DOME（ドム）住む」（以下、「DOME 住む」）を本日から販売開始いたします。 

東京ドームホテルが新たにご提供する「DOME 住む」は、“都心最大級のエンタテインメントエリア「東京ドームシティ」に住もう”

のコンセプトのもと、寛ぎのホテルステイ、リラクゼーションにおすすめの天然温泉、楽しさいっぱいのアトラクションが定額（25 万円

～）でご利用いただけるサブスクリプションサービスです。また、お客様のご利用スタイルに合わせて東京ドームシティ内各施設を

ご利用いただけるレジャーチケットもご用意いたします。 “ホテルステイ”と“エンタメ”を 30 日間まるごと贅沢にご堪能いただけます。 

 

１．「東京ドームホテル」に 30 連泊いただけるサブスクリプションサービス（1 室 1～3 名様 / 25 万円～）  

２．滞在期間中は東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア入館無料、東京ドームシティ アトラクションズ乗り放題 

３．東京ドームホテル直営レストランでも利用可能な、施設内で利用できるレジャーチケット「得10(とくてん)チケット」15 冊付き 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「DOME 住む」公式 HP：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/stay/plan/domesumu/ 

 

 また、三井不動産ホテルマネジメントは、コロナ禍での新しいライフスタイルをご提案した「サブ住む」の第一弾の販売が大変好

評だったことをうけ、「HOTEL ここだけパス」の追加販売をいたしました。今回はよりご利用いただきやすいよう、14 泊から選べるプ

ランをご用意しております。今後も「サブ住む」シリーズをはじめとして、新しいご滞在体験を展開してまいります。 

「サブ住む」公式 HP： https://corp.gardenhotels.co.jp/campaign/subsumu/ 

サブ住む新商品「CITY まるごと DOME（ドム）住む」の特⾧ 
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「CITY まるごと DOME 住む」販売概要 

宿泊対象日： 2021 年 6 月 21 日（月）～9 月 17 日（金） 
※最終チェックアウト 9 月 18 日（土） 

予 約 期 間： 2021 年 6 月 17 日（木）～8 月 18 日（水）【電話予約限定】 

料 金： 1 室 1～2 名様利用   250,000 円 

1 室 3 名様利用   300,000 円 

（室料・サービス料・消費税込み） 

※お部屋タイプはスタンダードルーム（33 ㎡）のご案内となります。 

内 容： 【限定 50 室】 

(1) 東京ドームホテル 30 連泊 

(2) 滞在期間中、東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア入館無料・東京ドームシティ アトラクションズ乗り放題 

(3) 東京ドームシティ内の対象施設でご利用いただける「得 10（とくてん）チケット」進呈（1 室につき 15 冊：150 ポイント分） 

(4) チェックイン 14：00 / チェックアウト 11：00 

※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。 

※都合により営業内容が変更になる場合がございます。 

 
予約・お問い合わせ：東京ドームホテル宿泊予約 TEL 03-5805-2222（10：00～17：00） 

「CITY まるごと DOME 住む」魅力ポイント 

 

■都心でワーケーション「東京ドームホテル」に 30 連泊 

 ホテルライフを基点として、ご自身のペースで余暇と仕事の両立を。 

天然温泉をはじめ、レストラン、ショッピング、エンタメが揃う東京ドームシティ

で充実の 30 日間をお過ごしいただけます。全室 Wi-Fi 環境の整ったゆとり

ある広さのお部屋は快適なテレワークにも最適。 

 

 

■ご滞在期間中「東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア」入館無料 

https://www.laqua.jp/spa/ 

 地下 1,700ｍから湧き出る豊かな天然温泉や、代謝を高め、デトックス・

安眠・整肌・血行促進効果が期待できる各種サウナ、リラクゼーションエリア

などリゾート空間で心も身体もリフレッシュ。 

※ スパ ラクーア内「ヒーリング バーデ」のご利用、ご飲食、その他のサー
ビスご利用には別途追加料金がかかります。 

 

 

■ご滞在期間中「東京ドームシティ アトラクションズ」乗り放題 

https://at-raku.com/ 

 ジェットコースターや観覧車など、人気のアトラクションが毎日乗り放題。

リゾート感を堪能しながら、日頃の疲れを吹き飛ばす気分転換にもおすす

めです。 

※ スーパー戦隊ランド、期間限定アトラクションおよびアトラクション特別チ
ケットは対象外です。 

 

客室例：スタンダードツインルーム 

「東京ドーム天然温泉 スパ ラクーア」 

「東京ドームシティ アトラクションズ」 

都心最大級のエンタテインメントエリア「東京ドームシティ」 

「CITY まるごと DOME 住む」販売概要 

 「CITY まるごと DOME 住む」魅力ポイント 
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■「得 10（とくてん）チケット」15 冊（150 ポイント分）付き 

https://www.tokyo-dome.co.jp/toku10/ 

東京ドームシティを満喫できる 1 冊 10 ポイント綴りのレジャーチケットです。各施設に必要なポイント数が設定されており、ポ

イントを自由に組み合わせてお好きな施設をお楽しみいただけます。また、東京ドームホテル直営レストラン（リラッサ、アーテ

ィスト カフェなど）でのお食事にもご利用が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

「DOME 住む」ご契約者様限定特典 

東京ドームホテルのグループ会社である熱海後楽園ホテル 新館「AQUA SQUARE」オーシャンビュールームの 1 泊 2 食付き

（和洋ブッフェ）プランのご利用を、通常料金より最大約 60％引きにてご用意いたします。相模灘を一望するオーシャンフロントの

お部屋で、表情を変える海と空の美しさに包まれて過ごす特別な休日をお過ごしいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対 象 期 間： 「DOME 住む」ご契約期間（ご滞在期間）内でのご利用 
※除外日：2021 年 6 月 29 日（火）、6 月 30 日（水）、7 月 30 日（金）、8 月 5 日（木）、 

8 月 9 日（月）～14 日（土）、8 月 18 日（水）、8 月 22 日（日）、8 月 27 日（金） 

料 金： 1 室 1～2 名様利用 21,780 円（通常料金：43,560～58,960 円） 

あああああ： 1 室 3 名様利用 31,020 円（通常料金：62,040～85,140 円） 
※室料・サービス料・消費税込み 

※大人の方は別途入湯税(1 泊お一人様 150 円）がかかります。 

※2 食（夕食・朝食 / 和洋ブッフェ）付き 

 

ご利用上の注意事項： 

(1) ご利用は「DOME 住む」ご契約者様に限ります。（お一人様 1 回のみの特典となります） 

(2) チェックイン 15：00 / チェックアウト 10：00 

(3) ご宿泊ご希望のお客様は、東京ドームホテル宿泊予約にお問い合わせください。 

 

熱海後楽園ホテル 外観 

客室例：「AQUA SQUARE」のオーシャンビュールーム 

東京ドームシティをまるごと満喫 イメージ 

 「DOME 住む」ご契約者様限定特典 



4/7 
 

 

「サブ住む HOTEL ここだけパス」追加販売概要 

2月に販売開始しご好評だった「HOTELここだけパス」は5月末をもって販売終了いたしましたが、多くの再販売のお問い合

わせをうけ、追加販売を決定いたしました。テレワークの第二の拠点としてのセカンドハウス利用や、引っ越し・リフォームの隙

間期間の中期滞在ニーズ等に引き続きお応えしてまいります。 

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

きなお部屋をお選びいただける事に加えて、お客様からの声をうけ、今回新たに14泊～29泊と30泊以上からご自身で滞在

期間を設定いただける2種類のプランをご用意いたしました。 

 

ご予約期間：販売中、9月16日（木）予約受付締切 

宿泊対象日：～9月30日（木） ※最終チェックアウト10月1日（金） 

料  金：14泊～29泊と30泊以上の2プランご用意しております。それぞれのプランで1泊あたりは定額料金となります。 

※料金はホテル・お部屋タイプにより異なります。各料金については予約特設サイトをご確認ください。 

対象ホテル：  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご利用上の注意事項： 

(1) 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。 

(2) 大浴場・フィットネスジムなどの付帯施設もご利用いただけますが、営業内容が通常と異なる場合がございます。 

(3) 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。 

(4) 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。 

※予約は特設サイトからお願いいたします。：https://corp.gardenhotels.co.jp/campaign/subsumu/kokodake/ 

 「サブ住む HOTEL ここだけパス」追加販売概要 

おすすめピックアップホテル 
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＜添付資料①＞ 三井不動産グループのホテルサブスクリプションサービス「サブ住む」について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
参考：「HOTEL どこでもパス」「HOTEL ここだけパス」詳細 
https://www.mitsuifudosan.co.jp/corporate/news/2021/0225_01/  

「サブ住
す

む」３つのプランをご用意 
住まいをもっと自由に、もっと気軽に、もっと楽しく、をコンセプトに、 

ホテル×住まい×サブスクリプションサービスにより、 
様々なお客様の願いを叶えるホテルでの新しい「住まいと暮らし」の形をご提案いたします 

 

 
 
 
 

 

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で、期間中は 1 泊ごとに対象

のホテルを自由にご選択いただけます。 

テレワーク中心のライフスタイルへ変化する中、一拠点にとらわれない多拠点生活を手軽に始められ、その日のご利

用シーンや目的・気分に合わせたホテルの使い分けが可能です。 

2 月の第一弾の販売が大変好評だったことをうけ、次回販売開始に向け検討を進めております。 

※今回は販売対象外となります。今後の販売開始予定が決まり次第、改めてお知らせいたします。 

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― 

※今後
販売開始 

予定 

 
 
 
 

 

 

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。 

今回から新たに 14 泊～29 泊と 30 泊以上の 2 プラン定額料金をご用意。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手軽におトクに始めることができます。 

定期的なお部屋の清掃とタオルやナイトウエアのリネン交換がついており、面倒な契約手続きは一切不要。夏の期間のワーケー

ションの滞在拠点やリフレッシュのためのマイクロツーリズムでのご利用お待ちしております。 

※東京エリアのホテルは順次販売開始予定です。 

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― 

予約 
受付中 

 
 
 

 

 

“都心最大級のエンタテインメントエリア「東京ドームシティ」に住もう”のコンセプトのもと、寛ぎのホテルステイ、リラクゼーション

におすすめの天然温泉、楽しさいっぱいのアトラクションを定額でご利用いただけます。さらに東京ドームシティの各施設を

選んでご利用いただけるレジャーチケットもついた“楽しさ”いっぱいの 30 日間をご提供いたします。 

ご契約者様限定特典として、熱海後楽園ホテル 新館「AQUA SQUARE」オーシャンビュールームの 1 泊 2 食付き（和洋

ブッフェ）プランのご利用を、通常料金より最大約 60％引きにてご利用いただけます。 

CITY まるごと DOME（ドム）住む 
―“遊び・癒し・美食・寛ぎ”お客様の毎日に“楽しさ”が見つかる 30 日間― 

6/17 
予約開始 
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＜添付資料②＞ 東京ドームホテルについて 

東京ドームホテルは、都心最大級のエンタテインメントエリア「東京ドームシ

ティ」に 2000 年 6 月 1 日に開業しました。JR 山手線の中心、歴史的遺産に

囲まれた文京区に位置し、丸の内・大手町エリアから車、電車で約 10 分とい

う地の利を生かし、ビジネス、レジャー、観光に最適のロケーションです。東京

ドームシティが包含すべき 3 つの要素、「観る」「遊ぶ」「寛ぐ」の「寛ぐ」を担

い、また、単にリラクゼーションを提供するだけのホテルではなく、「楽しさ」や

「遊び心」を盛り込んだ、エンタテインメント性あふれるホテルの姿を目指しま

す。地下3 階、地上43 階の高層ビルは、高さ 155m、延床面積 105,856.6 ㎡

で、客室 1,006 室、レストラン＆ラウンジ 8 店、大中小宴会場 18 室のほか、

チャペル・神殿などの婚礼施設、屋外プールなどを備えています。 

 

＜添付資料③＞ 三井不動産ホテルマネジメント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 

 
 

＜添付資料④＞ 三井不動産と東京ドームのシナジーについて 

三井不動産は、2021 年 1 月 25 日に株式会社東京ドームを連結子会社化しました。株式会社東京ドームが持つ顧客基盤や、

スポーツ・エンタテインメントに関するノウハウを、三井不動産が有する「街づくりの経験やノウハウ」「商業施設やホテル等のオペ

レーション力」「オフィス、商業施設、ホテル・リゾート、住宅事業等で有する幅広い顧客基盤」と連携させることで、街づくりの強化

等のシナジーを生み出していきたいと考えています。今般の取り組みをはじめ、今後様々な連携策を検討してまいります。 

東京ドームホテル 外観 
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＜添付資料⑤＞ 各社における感染拡大防止対策 

 三井不動産ホテルマネジメント、東京ドームホテルならびに東京ドームシティでは、お客様と従業員の安全・安心を第一に考え、

新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組んでおります。 

■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/ 

 

三井不動産ホテルマネジメント×ECOLAB 

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 

■東京ドームホテルならびに東京ドームシティの衛生に関する取り組み 

東京ドームホテル URL：https://www.tokyodome-hotels.co.jp/safety/coronavirus/ 

東京ドームシティ URL：https://www.tokyo-dome.co.jp/safety-policy/ 

 

＜添付資料⑥＞ 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。三井不

動産グループの 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 

 

 

※本資料は以下の記者クラブに配布しております 

◯国土交通記者会 ◯国土交通省建設専門紙記者会 

※本リリースは、連名のため重複してご案内される場合がございますが、ご容赦いただきますようお願いします。 

 

本件に関するお問い合わせ先 

＜DOME 住むに関するお問い合わせ＞ 
株式会社東京ドームホテル 総支配人室 営業企画課 広報担当 

TEL：03-5805-2151 
 

報道関係資料 
https://www.tokyodome-hotels.co.jp/company/press 

＜サブ住むに関するお問い合わせ＞ 
三井不動産株式会社 広報部 

TEL：03-3246-3155 
 

＜画像ダウンロードサイト＞ 
https://www.mitsuifudosan.co.jp/press/ 


