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プレミアホテルグループのビジネスホテルブランド 

「プレミアホテル-CABIN-」全国 5 施設一斉リブランドオープン 
 

6 施設目は 2017 年 6 月、大阪・梅田に新規開業予定 
 

 

◆ 好アクセスなクオリティ追及型ビジネスホテル、5 施設一斉リブランドオープン 

国内外で 30 ホテルを展開するプレミアホテルグループ（ケン不動産リース株式会社、所在地：東京都港区、代表

取締役：佐藤繁）は、宿泊特化型ホテルを対象とした自社の新ブランド、『プレミアホテル-CABIN-（キャビン）』の第

一弾として、新宿、松本、北海道 3 軒（札幌、旭川、帯広）の全 5 施設を 2016 年 6 月 1 日にリブランドオープン致し

ました。 

当ブランドは、プレミアホテルグループが自社展開する基幹ホテルブランド、“プレミアホテルシリーズ”の 3 番目

のブランドに位置し、このブランドホテルの誕生により、札幌は『プレミアホテル-TSUBAKI-』、『プレミアホテル』、

『プレミアホテル-CABIN-』のシリーズ全 3 ブランドが揃う、初めてかつ唯一のディスティネーションとなります。 

『プレミアホテル-CABIN-』は、ビジネス層を中心に「定宿」としてお選び頂ける空間やサービスづくりにこだわり、

永久不滅ポイントや多数の特典をご用意した会員制度“CABIN 定宿倶楽部”、地産地消の高い質と種類豊富な朝

食ラインナップや品質にこだわったアメニティを取り揃えております。 

 

 

◆ 2017 年 6 月、大阪・梅田に「プレミアホテル-CABIN-梅田（仮）」を新規開業予定 

『プレミアホテル-CABIN-』の 6 施設目となるホテルは、大阪・梅田至近、東梅田駅より 1 駅の谷町線・堺筋線南

森町駅直上に位置する新規ホテルを開業予定です。敷地面積約 953.47 ㎡、地上 13 階地下 1 階の規模に全 240

室の客室、レストラン、ロビーラウンジ、会議室、物販および飲食のテナント施設を備える予定です。 

客室は、シングル 53 室、ダブル 143 室、ツイン 44 室で約 17 ㎡～25 ㎡の広さを持ち、利便性と快適さを追及し

たアップスケールホテルとして設計されております。なお、開業は 2017 年 6 月を予定しております。 
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施設名 
プレミアホテル 

-CABIN-新宿 

プレミアホテル

-CABIN-松本 

プレミアホテル

-CABIN-札幌 

プレミアホテル

-CABIN-旭川 

プレミアホテル

-CABIN-帯広 

旧施設名 
ホテルヴィンテージ 

新宿 

トーコーシティホテル

松本 

ホテルパコジュニア 

ススキノ 

ホテルパコ旭川 ホテルパコ帯広 

     

 

所在地 

〒160-0021  

東京都新宿区 

歌舞伎町 2-40-3 

〒390-0815  

長野県松本市 

深志 1 丁目 2-31 

〒064-0805  

北海道札幌市中央区 

南 5 条西 7 丁目 

〒070-0031  

北海道旭川市 

1 条通 7 丁目 

〒080-0011  

北海道帯広市 

西 1 条南 11 丁目 

運営会社 

(株)PHG 新宿 

マネジメント 

㈱ケン松本 

ホテルマネジメント   

北海道 PK 

ホテルマネジメント㈱ 

北海道 PK 

ホテルマネジメント㈱ 

北海道 PK 

ホテルマネジメント㈱ 

開業 1993 年 1997 年 1993 年 1997 年 1997 年 

客室数 194 室 106 室 218 室 355 室 268 室 

建物規模 地上 8 階/地下 1 階 地上 4 階～10 階  地上 10 階/地下 1 階 地上 14 階/地下 1 階 地上 13 階/地下 1 階 

電話番号 03-3205-6300 0263-38-0123 0120-217-660 0120-285-660 0120-079-660 

公式サイト http://cabin.premierhotel-group.com/ 

 

◆「プレミアホテル-CABIN-」共通会員制度 “CABIN 定宿倶楽部” について  

全国の「プレミアホテル-CABIN-」でご利用いただける会員制度です。 

泊まれば泊まるほどポイントが貯まり、おトクで便利な特典を多数ご用意しております。 

 

【特徴】 ・入会費、年会費無料 

・1泊毎に有効期限なしの永久不滅ポイントが貯まる。（公式HP、電話でのご予約はポイント加算数UP） 

  ・会員ステージ（レギュラー、エグゼクティブ）に応じた会員様限定宿泊料金や特典を多数ご用意。 

  ・1,000 ポイントで全国の「プレミアホテル-CABIN-」で使える１泊無料宿泊券に交換することが可能。 

           ・メールアドレスのご登録で、会員限定プランやクーポンをメルマガでご案内。 

HP:   http://cabin.premierhotel-group.com/#cabin-jyoyado-club 

 

「プレミアホテル-CABIN-」 ブランドホテル概要（5 施設） 

http://cabin.premierhotel-group.com/
http://cabin.premierhotel-group.com/#cabin-jyoyado-club
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■「プレミアホテル-CABIN-梅田（仮）」概要  （2017 年 6 月新規オープン） 

名   称：   プレミアホテル－ＣＡＢＩＮ－梅田（仮） 

住   所：   大阪市北区南森町 1 丁目 

客   室：   総客室数 240 室（シングル 53 室、ダブル 143 室、ツイン 44 室) 17 ㎡～25 ㎡ 

面   積：   敷地面積 953.47 ㎡（288.42 坪）、延床面積 7,884.34 ㎡（2,385.01 坪） 

建物規模：    地上 13 階/ 地下 1 階建 

施   設：   レストラン（2 階）、会議室（2 階）、飲食店舗（1 階）、物販店舗（1 階） 

  アクセス ：    地下鉄谷町線・堺筋線「南森町」駅下車、出口真上 

  開   業：   2017年6月（予定） 

 

新規ホテル 「プレミアホテル-CABIN-梅田（仮）」 概要  
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■プレミア ホテル グループ （Premier Hotel Group） について 

『Hyatt』、『Hilton』などのインターナショナルホテルブランドや『Premier Hotel-TSUBAKI-』といった自社ブラ

ンドをはじめとするマルチブランドで、国内 21 軒、海外 9 軒、計 30 軒・約 7,734 室のリゾートホテル、高級旅

館やビジネスホテルに至る様々な宿泊施設を展開するホテルグループです。（2016 年 6 月時点） 

 公式ＨＰ：http://premierhotel-group.com/ 

 ＜ブランド・アイデンティティ＞ 

北海道から九州まで見られる低木で、美しく鮮やかな色の花を

咲かせることから万葉の頃より古歌に詠まれたほど、日本では古

くより愛され続けてきた「山吹」。 

その花をシンボルに、その地を訪れ多忙に過ごされるゲストへ、

寛ぎと新たな一日への活力をお届けし、定宿としてお選びいた

だけるホテルブランドへと成長させる“誓い”と“願い”が込められ

た、プレミアホテルグループのビジネスホテルブランドです。 

 

＜ロゴに込められた想い＞ 

日本伝統である折り紙で織られた山吹の花に「待ちかねる」、「気

品」という花言葉のイメージを重ね、いつも変わらぬあたたかな空

間とおもてなし、そしてワンランク上の快適さをお届けしたいとい

う想いを表現しています。 

「プレミアホテル-CABIN-」ブランドについて 

http://premierhotel-group.com/

