【PRESS RELEASE】

2021 年 11 月 1 日
株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント
報道関係者各位

対象施設を全国に拡大し、中期滞在向けプランを新たに展開

「新マンスリープラン 第3弾」＆「新定額プラン」
2021 年 11 月 1 日（月）より販売開始
～CLUB CANDEO 会員特典も適用に 期間限定の新規入会・ご利用実績 2 倍特典も～
株式会社カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント（本社：東京都港区、代表取締役会⾧兼社⾧：穂積 輝明）
では、今年 7 月より一次募集、9 月より二次募集を開始したプレミアムプラン「新マンスリープラン」の販売好
調を受け、対象施設を全国に拡大した「新マンスリープラン第 3 弾」を本日より期間限定で開始します。
※半田、大阪なんば、奈良橿原、ザ シンギュラリ ホテル ＆ スカイスパ アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパンを除く

さらに、コロナ禍での地方移住・二拠点生活 (デュアルライフ) 需要の高まりを背景に、より多くのお客様に
生活拠点の選択肢としてホテルステイをお選びいただけるよう、14 連泊から 29 連泊の中期滞在に対応した「新
定額プラン」を 2021 年 11 月 1 日（月）以降にチェックイン、2022 年 3 月 1 日（火）までにチェックアウト
する方を対象に新たに販売開始します。

カンデオホテルズ東京六本木

カンデオホテルズ佐野「天空のスパ」

カンデオホテルズでは、ビジネスの⾧期出張やコロナ禍でのテレワーク拡大を受け、極上のリラックスタイ
ムを実感できる特別価格のプレミアムプランとして、30 泊以上連泊する方を対象に全国 10 施設限定で「新マ
ンスリープラン」を提供してきました。
コロナ禍の影響によりテレワークが普及し、都心と地方に拠点を構えて暮らすデュアルライフが注目を集め
るなど、住まいに対する考え方や暮らし方が大きく変わりつつあります。今回の新プランでは、対象施設の全
国拡大に加え、14泊以上から宿泊日数を柔軟に選べるプランをご用意することで、ライフスタイルに合わせた
1ヶ月以下の短期～中期でのホテルステイが可能になります。ビジネス利用をはじめ、自宅を離れてほんの少し
非日常を味わいたいというニーズにもお応えします。
また、本プランでは、カンデオホテルズの最大の特徴である最上階のスカイスパ、サウナが毎日何度でもお楽
しみいただけることに加え、カンデオホテルズ独自の会員制度「CLUB CANDEO」特典が適用になります。今年
10 月に開始した新規入会・ご利用実績 2 倍キャンペーンと併用することでさらに利用実績が積算されるので、会
員ステージアップのチャンスも広がります。
全国 23 施設を展開するカンデオホテルズでは、各施設で地域の特色やお客様の声に寄り添うプランの開発
に取り組むとともに、ホテルステイの多様な楽しみ方をご提案して参ります。

対象店舗（一例）のご紹介
★カンデオホテルズ大宮
観光やビジネスの拠点で味わう最上級の寛ぎと癒し
全国有数のターミナル駅である大宮駅から徒歩 6 分のロケーシ
ョン。最も眺望の良いフロアーに位置するカフェ＆バーでは、都
心の景色を見渡しながらワーケーションの拠点としてもご利用い
ただけます。
カンデオホテルズ自慢の屋上露天風呂は吹き抜けになってお
り、都心とは思えない非日常的な開放感を味わいながら心と体を
リラックスしてお過ごしいただけます。
★カンデオホテルズ神戸トアロード
神戸港と六甲山を望む 時間とともに変化するパノラマ絶景を体験
山や海といった自然と隣り合う神戸の中心地、神戸元町駅から
徒歩 3 分の好立地で、ビジネスや観光、ショッピングにも非常に
便利なロケーションにあります。
「神戸を感じる、くつろぎの空間」をテーマに設えられたレン
ガやガラスを使った内装には、神戸の街への愛とこだわりがつま
っています。天空のスパでは、吹き抜ける風や差し込む朝日、満
点の星空を感じながら、街の喧騒を忘れてお寛ぎいただけます。
★カンデオホテルズ京都烏丸六角
伝統的な京町家をそのまま生かした佇まいで京文化を愉しむ
今年 6 月に開業した京都烏丸六角は、古き良き京文化と現代
の価値観が融合した贅沢なホテルステイを体験いただけます。
京都の中心地、烏丸御池駅から徒歩 3 分でどこへ行くにも足を
運びやすくアクセスが抜群です。
寺社仏閣巡りや京都の街歩きなど観光後のリフレッシュに、
疲れた体をスカイスパで癒すひとときをお楽しみいただけま
す。

新マンスリープラン 第 3 弾 ＆ 14 泊以上の新定額プラン 概要
販 売 期 間：11 月 1 日（月）～2022 年 1 月 31 日（月）24:00 まで
宿 泊 期 間：11 月 1 日（月）以降チェックイン～2022 年 3 月 1 日（火）までにチェックアウト
※年末年始など特別期間は除く
販 売 方 法：【新マンスリープラン 第 3 弾】30 泊以上 45 泊までのご利用のお客様
【新定額プラン】14 泊以上 29 泊の間でご利用のお客様
対 象 施 設：全国 19 施設 ※各施設限定数に達し次第販売を終了します。
期間中特典 ：1) 朝食ビュッフェを 1 回 1,100 円（税込）の特別価格 ※京都烏丸六角を除く

2) スカイスパ、サウナ無制限利用
※上野公園は、
「ひだまりの湯・萩の湯」優待券（税込 500 円/1 枚）を特別価格でご提供

予 約 方 法 ：カンデオホテルズ公式ウェブサイト（https://www.candeohotels.com/）※最短で当日のご利用可
客 室 清 掃 ：清掃週１回（リネン・アメニティ交換）※タオル交換、ゴミ回収は毎日

対象施設一覧 ※「本プラン特別価格」は 30 泊でご利用いただいた場合
客室タイプ・サイズ

佐野

ダブル（14㎡）
クイーン（17㎡）

大宮

ツイン（22㎡）
コーナーツイン（23㎡）
ダブル（16㎡）

上野公園
ツイン（17㎡）

東京新橋

ダブル（16㎡）

東京六本木

エグゼクティブクイーン（16㎡）

茅野

モデレート（14㎡）
モデレート（15㎡）

静岡島田
ツイン（15㎡）
モデレートコンパクト（14㎡）

亀山
ツイン（14㎡）

京都烏丸六角

キング（21㎡）

大阪岸辺

クイーン（16㎡）

神戸トアロード

クイーン（16㎡）

南海和歌山

クイーン（18㎡）

福山

モデレート（14㎡）
ダブル（16㎡）

広島八丁堀
ツイン（19㎡）
ワイドデスクダブル（17㎡）

松山大街道
スーペリアソファツイン（21㎡）
スーペリアクイーン（15㎡）

福岡天神

ハリウッドツイン（15㎡）
コーナービューツイン（18㎡）
クイーン（17㎡）

⾧崎新地中華街

ツイン（21㎡）
コーナーツイン（21㎡）

大津熊本空港

モデレート（14㎡）

菊陽熊本空港

モデレート（14㎡）

本プラン特別価格

150,000円
（税込 165,000円）
180,000円
（税込 198,000円）
240,000円
（税込 264,000円）
285,000円
（税込 313,500円）
120,000円
（税込 132,000円）
135,000円
（税込 148,500円）
210,000円
（税込 231,000円）
225,000円
（税込 247,500円）
150,000円
（税込 165,000円）
120,000円
（税込 132,000円）
150,000円
（税込 165,000円）
120,000円
（税込 132,000円）
150,000円
（税込 165,000円）
195,000円
（税込 214,500円）
150,000円
（税込 165,000円）
144,000円
（税込 158,400円）
180,000円
（税込 198,000円）
150,000円
（税込 165,000円）
144,000円
（税込 158,400円）
240,000円
（税込 264,000円）
144,000円
（税込 158,400円）
180,000円
（税込 198,000円）
144,000円
（税込 158,400円）
144,000円
（税込 158,400円）
180,000円
（税込 198,000円）
150,000円
（税込 165,000円）
225,000円
（税込 247,500円）
255,000円
（税込 280,500円）
150,000円
（税込 165,000円）
150,000円
（税込 165,000円）

1泊あたり（税込）

14泊～29泊（税込/泊）

5,500円

6,050円

6,600円

7,150円

8,800円

9,350円

10,450円

11,000円

4,400円

4,620円

4,950円

5,170円

7,700円

8,250円

8,250円

8,800円

5,500円

6,050円

4,400円

4,620円

5,500円

5,720円

4,400円

4,620円

5,500円

5,720円

7,150円

7,700円

5,500円

6,050円

5,280円

5,830円

6,600円

7,150円

5,500円

6,050円

5,280円

5,830円

8,800円

9,020円

5,280円

5,830円

6,600円

6,820円

5,280円

5,500円

5,280円

5,500円

6,600円

6,820円

5,500円

6,050円

8,250円

8,800円

9,350円

9,900円

5,500円

6,050円

5,500円

6,050円

＜ご参考＞

カンデオホテルズ独自の会員制度「CLUB CANDEO」 概要
「CLUB CANDEO」は、カンデオホテルズをお得にご利用いただける独自の会員制度です。今年 7 月には、
会員様のさらなる利便性向上のためサービス内容を大幅にリニューアルし、公式サイト限定の一般向け価格（ベ
ストレート）から、さらに最低でも５％以上を割引し、他社の予約サイトよりも圧倒的にお得にご利用いただ
けるようになりました。優先アーリーチェックインやレイトチェックアウト、客室のアップグレードなど、会
員独自の様々な特典をご利用いただけます。

CLUB CANDEO 新規入会キャンペーン・ご利用実績 2 倍キャンペーン概要
実施期間：①新規入会キャンペーン 10 月 4 日（月）10：00～11 月 30 日（火）23：59
②ご利用実績 2 倍キャンペーン 2021 年 10 月 4 日以降 2022 年 1 月 9 日までに
チェックイン、かつ 2022 年 1 月 10 日までにチェックアウトされるご宿泊
内

容：①期間中に新規登録いただいた方に予約時に使用できる 500 円分のポイントを進呈
②期間中に宿泊された実績を 2 倍にします。

登録方法：公式ウェブサイト https://www.candeohotels.com/ja/より登録、もしくは、ご予約時に同時登録

■カンデオホテルズチェーンについて
カンデオホテルズのコンセプトは、世界で唯一の“4 つ星ホテル”です。それは単に高級な 5 つ星ホテルと手軽な３
つ星ホテルの中間に位置することを意味しません。
上質さと使いやすさを両立しながら、その両方を兼ね備えることで、今までのホテルではかなえられなかった感動
を創造すること。私たちは、“4 つ星ホテル”というコンセプトに、唯一無二の体験価値をお届けする誇りと想いを込
めています。また、ラテン語の「光り輝く」に由来する名を持つ CANDEO HOTELS は、滞在されるお客様がより光
り輝くために存在します。
＜唯一無二の 4 つの体験＞
１．天空のスカイスパ（日本の風呂文化体験）
最上階に展望露天風呂を設置しています。ビジネスや観光で訪れた都市の中心で、まるで高級な温泉旅館のように日本の風呂
文化に浸り、時と共に表情を変える空の下で、心と体の奥から癒される、日本の感性を映し出した天空のスパを用意しています。

「サウナシュラン」2020 特別賞を受賞！
今行くべき全国のサウナ施設をランキング・表彰するサウナ界のミシュラン「SAUNACHELIN（サ
ウナシュラン）2020」にて特別賞を受賞しました。

２．思いやりと察しの積極的かつ上品な接客
カンデオホテルズには、いわゆる接客マニュアルがありません。相手を思いやり、求めているものを察して、積極的かつ上質な
ホスピタリティ・サービスとして提供していく、日本らしいおもてなしを大切にしています。
３．食べあわせをベースとした日本の食文化体験
地のものを取り入れた豊富な種類の朝食を提供しています。日本の食文化を大切にし、お客様の体調に合わせた食べ合わせの
提案なども行っています。お客様の一日のはじまりが、より素敵な時間になることを心がけています。
４．日本のクラフトマンシップを感じる洗練された空間
エントランス、ロビー、廊下、エレベーター内、随所に日本の匠の技術を生かしたデザインコンセプトで空間をトータルプロ
デュースしています。

■会社概要
■株式会社 カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント
【住所】東京都港区新橋 4 丁目 5 番 1 号 アーバン新橋ビル 7 階

■現在全国 23 店舗展開
最新では、2021 年 6 月 6 日に京都烏丸六角店が開業
■顧客満足度ランキングで第 1 位獲得

【代表】代表取締役会⾧兼社⾧ 穂積 輝明 (ほづみ てるあき)

日経ビジネス誌が実施した顧客満足度ランキングで

【設立】2005 年

第 1 位を獲得。2012 年・2017 年連覇を達成

【従業員数】361 名

【URL】https://www.candeohotels.com/
【資本金】1 億円
【事業内容】ホテル運営

■「マネジメント・オブ・ザ・イヤー 2015」
『ダイヤモンド経営者倶楽部』が発表した年間最優秀賞の
「マネジメント・オブ・ザ・イヤー 2015」を受賞

＜当ホテルの詳細に関する問い合せ先＞
株式会社 カンデオ・ホスピタリティ・マネジメント 〔担当：倉地、岡〕
TEL：03-6435-6577 FAX：03-3436-6511 MAIL：press@candeo-hotels.com
＜報道関係者問い合わせ先＞
カンデオホテルズ広報事務局（共同 PR 内）
担当：西田、田中、樋口、浜辺
TEL：03-6264-2045 MAIL：candeo-pr@kyodo-pr.co.jp

