※本リリースは熊本市政記者クラブ、熊本経済記者会でも配布しています。

【PRESS RELEASE】

2022 年４月 21 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

7 月 10 日（日）開業「カンデオホテルズ熊本新市街」
地域活性化を目指し独自の県民割や飲食店提携プランの導入を決定
くまモンデザインのオリジナルサウナハット付きの宿泊プランも販売開始
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）
は、東急リバブル株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：太田陽一）のプロジェクトマネジメント
のもと、複合施設「TERRACE87（テラスハチナナ）
」の核テナントとして 2022 年 7 月 10 日（日）に「カン
デオホテルズ熊本新市街」
（同施設 3 階から 12 階）を開業します。熊本市が推進する「まちなか再生プロジェ
クト」の第一号として民間事業が「高さ基準の特例承認」を受けた初の事例となる本施設は、熊本市を代表す
る経済商業拠点である「アーケード商店街」と、2019 年 9 月に開業した「桜町地区再開発施設」を結ぶ玄関
口にあたり、新旧商業拠点の往来の要所となるエリアに位置しています。カンデオホテルズとしては九州最大
規模となる地上 12 階・全 380 室の大型旗艦施設で、最上階では熊本市一の高さから熊本城が望めます。
この度、開業を記念し、熊本県民の宿泊が大幅に割引になる独自の「県民割」、新市街商店街での飲食が割
引価格で利用できる飲食店提携プラン、周辺住民がリーズナブルに利用できるスカイスパ・サウナのビジター
利用プランなど、様々なプランの導入を決定しました。周辺住民はもちろん、県内外の出張・観光客のホテル
利用を促進することで新たな人流を生み出し、周辺地域のにぎわい創出を目指します。

地域のにぎわい創出を目指し、宿泊・日帰りニーズに対応した多様な開業記念プランを展開

【カンデオホテルズ・くまモン W ネームのプレミアムなサウナハットを販売】
カンデオホテルズ・くまモンの 2 つのロゴを
刺繍した、カンデオホテルズでしか手に入らな
いオリジナルサウナハット「カンデオサウナハ
ット（くまモン ver.）
」を各色限定数で販売しま
す。生地には、高温になるサウナ室で頭皮や髪
を守り快適に保つため、優れた吸水性で著名な
今治タオルを採用しました。タオル地のサウナ

「カンデオホテルズ熊本新市街」×くまモンオリジナルサウナハット（イメージ）

ハットは肌に優しい柔らかな使い心地で、軽量
かつ折り畳むこともできるので持ち運びに便利です。高い吸水性を活かし、キャンプなどのアウトドアや、プ
ールや海水浴などのアクティビティ、普段のジョギングやウォーキングなど、サウナだけではなく多様なシー
ンで活用することができます。

＜商品概要＞
商品名：カンデオサウナハット（くまモン ver.）
価

格：税別 5,900 円（税込 6,490 円）

種

類：ブラウン、パープル（2 色展開）

※今治タオルブランドの認定商品です。
※商品の価格は変更になる場合があります。

【熊本県民割引も実施 スカイスパ・サウナ ビジター利用プラン】
最上階に設けた展望露天風呂（スカイスパ・サウナ）を日帰りで楽しめるビジター利用プランを 7 月 10 日
（日）より展開予定です。地域の方が気軽に利用できるよう、税込 1,400 円の基本利用料金から熊本県民限定
で 200 円割引になる割引プランも実施します。ビジター利用プランの実施により、名サウナひしめく九州のサ
ウナ巡りの立ち寄り先として県外からのサウナー（サウナ愛好家）の誘致も目指します。
～カンデオホテルズ初 展望露天スペースに男女共通スペックの
オートロウリュを採用したサウナ～
近年のサウナブームの高まりと多様化するお客様のニーズにお応えするため、カンデ
オホテルズ熊本新市街では男女共通・オートロウリュ式のサウナを設置しました。展望
露天スペースの中にサウナ室を配置するのはカンデオホテルズとして初めての試みで、
展望露天風呂、サウナ、水風呂、外気浴をスムーズに繰り返すことができます。

【熊本県民の宿泊が最大 20％割引になる宿泊プランを 4 月 21 日より販売】
開業を記念し、熊本県民は 15％割引、カンデオホテルズの会員プログラ
ム「CLUB CANDEO」の会員はさらに 5％割引が適用される宿泊プランを 4
月 21 日（木）より販売開始します。熊本県民かつ、
「CLUB CANDEO」の会
員の方は最大 20％割引で宿泊できるお得なプランです。
17 ㎡～57 ㎡全 13 タイプのバラエティ豊かな客室で、近場でのレジャー、
週末のご褒美ホテルステイなどちょっとした非日常の体験など、様々なニー
ズに合わせて寛ぎの時間を過ごすことができます。

客室イメージ「ツイン」

＜プラン概要＞
予約期間：2022 年 4 月 21 日（木）～7 月 9 日（土）
宿泊期間：2022 年 7 月 10 日（日）チェックイン ～9 月 1 日（木）チェックアウトまで
予約方法：カンデオホテルズ公式ウェブサイト（https://www.candeohotels.com/）
※プラン内容は変更になる場合があります。

【新市街商店街コラボレーション 飲食店提携プラン】
馬刺しや太平燕、熊本ラーメンなど著名なご当地グルメの名店が集う新市街商店街の飲食店とコラボレーシ
ョンし、割引価格で飲食店の利用ができるプランを販売します。
様々なジャンルの飲食店が集まる九州を代表する繁華街で、食を通して熊本市の魅力に触れるきっかけを創
出します。
【地産地消の取組みとして地元の特産品を使用した朝食メニューを開発】
地産地消を目指す取り組みとして、日本一大きいと言われる熊本の地鶏「天草大王」をふんだんに使用した
出汁をはじめとする、様々な熊本県産の特産物を使った朝食メニューを開発予定です。

「カンデオホテルズ熊本新市街」施設概要
■開発計画概要
【所 在 地】 熊本県熊本市中央区新市街 8 番 7 号
【建物設置者】 合同会社 TLS４
【規

模】 地上 12 階（３階~12 階）

【面

積】 3,637.3 坪（12,024.13 ㎡）

【客 室 数】 380 室
【開 業 日】 2022 年 7 月 10 日（日）
■施設概要
【名

称】 カンデオホテルズ熊本新市街

【12

階】 フロント、ロビー、レストラン、

「カンデオホテルズ熊本新市街」

「カンデオホテルズ熊本新市街」

外観イメージ

エントランスイメージ

スカイスパ（露天風呂、内湯、サウナ）
露天風呂付客室（2 室）
【3 階～11 階】 客室
■アクセス

熊本駅から路面電車（市電）で辛島町駅下車徒歩 3 分、熊本城まで徒歩 12 分
■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。
＜カンデオホテルズ公式 SNS アカウント＞
【LINE】https://liff.line.me/1656837143-9z5llzpJ/f0171d50e9a24ef0946089ac3c49d60c
【Twitter】https://twitter.com/CANDEOHOTELS
【Instagram】https://www.instagram.com/candeohotels/
【Facebook】https://www.facebook.com/candeohotels/
■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
【代表】代表取締役会長兼社長
【設立】2005 年

穂積 輝明 (ほづみ てるあき)

【従業員数】361 名

【URL】https://www.candeohotels.com/

■現在全国 23 施設展開
最新では、2021 年 6 月に京都烏丸六角が開業
■顧客満足度ランキングで第 1 位獲得
日経ビジネス誌が実施した顧客満足度ランキングで
第 1 位を獲得。2012 年・2017 年連覇を達成
■「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

【資本金】1 億円
【事業内容】ホテル運営

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：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

