2020 年 11 月 13 日

報道関係各位

株式会社コスモスイニシア

「ポケモンルーム」1 周年、好評につき増室決定
「APARTMENT HOTEL MIMARU」 東京銀座、大阪難波において提供開始
～「もっと楽しもう！TokyoTokyo」の適用プランもご用意～
大和ハウスグループのコスモスイニシアは、
「ポケモン」をプロデュースする株式会社ポケモンとのコ
ラボレーションにより、東京・京都の「APARTMENT HOTEL MIMARU」で「ポケモンルーム」を提供して
います。「MIMARU」の「ポケモンルーム」は提供開始から 1 周年を迎え、大変ご好評いただいており、こ
のたび増室する運びとなりましたので、お知らせします。
「ポケモンルーム」の増室は、2 施設を予定しており、『MIMARU 東京 銀座 EAST』内に 2020 年 12 月
1 日(火)から、2021 年 1 月 14 日(木)から新規開業する『MIMARU 大阪 難波 NORTH』においても新たに
提供を開始します。両施設とも 2020 年 11 月 13 日(金)13 時から予約受付を行います。『MIMARU 東京 銀
座 EAST』で提供する「ポケモンルーム」では、
「もっと楽しもう！TokyoTokyo」適用プランも販売します。

「ポケモンルーム」特設ページ：https://pokemon.mimaruhotels.com/ja-jp/
ポケモンルームでは、ダイニングスペース、ベッドスペースにモンスターボールをデザインモチーフと
した壁紙を設え、巨大なカビゴンのぬいぐるみをご用意しています。客室内のキッチンにはオリジナルデ
ザインのカトラリー（お皿・マグカップ）も備え、ポケモンルームでのご滞在をお楽しみいただけます。
宿泊者限定のオリジナルノベルティグッズ（オリジナル巾着・ウェルカムカード・ハンドタオル（いずれ
も非売品）
）のプレゼントもございます。
「APARTMENT HOTEL MIMARU（アパートメントホテルミマル）」(https://mimaruhotels.com/)では、キッ
チンやリビング・ダイニングスペースを備え、約 40 ㎡から 80 ㎡の広い室内でご家族やグループがゆっく
りお過ごしいただける空間・サービスを提供しています。建築デザイナーや人気キャラクターとのコラボ
レーションによる空間演出などさまざまな取り組みを行っており、宿泊を通じた最高の体験と喜びの提供
をめざし、日本での新たな滞在スタイルを提案してまいります。
■お問い合わせ先：株式会社コスモスイニシア

経営企画部 一課
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三木

TEL：03-5444-3210 FAX：050-3156-2937

■ 「ポケモンルーム」概要
「APARTMENT HOTEL MIMARU」では、2019 年 12 月から東京・京都の施設にて、オリジナルデザイン
「ポケモンルーム」を提供しています。広い客室内には食器や調理器具などを常備しているため、ご家族
や友人とパーティをするなど思い思いのお時間をお過ごしいただいています。

「ポケモンルーム」
（『MIMARU 京都 新町三条』室内写真）

オリジナルデザインのカトラリー（左）
・限定オリジナルノベルティグッズ（右）

＜新規提供開始予定施設＞
・新たに「ポケモンルーム」を増室する施設は以下のとおりです。2020 年 11 月 13 日(金)13 時から予
約受付を行います。
MIMARU 東京 銀座 EAST

住所：東京都中央区新富 1-4-4（2020 年 12 月 1 日(火)提供開始）

MIMARU 大阪 難波 NORTH

住所：大阪府大阪市西区南堀江 1-2-10（2021 年 1 月 14 日(木)提供開始）

＜既存の提供施設＞
・
「ポケモンルーム」は、現在以下の施設で提供しており、ご予約いただけます。
MIMARU 東京 上野 EAST

住所：東京都台東区東上野 4-26－3

MIMARU 京都 STATION

住所：京都市南区東九条東山王町 15-1

MIMARU 京都 新町三条

住所：京都市中京区新町通三条上る町頭町 105

MIAMRU 京都 西洞院高辻

住所：京都市下京区本柳水町 782（2020 年 11 月 12 日(木)営業再開）

※ポケモンルーム提供施設のうち以下施設は 2020 年 11 月現在、新型コロナウイルス感染症拡大の影
響により休館しております。
MIMARU 東京 八丁堀

住所：東京都中央区日本橋茅場町 3-8-8

MIMARU 京都 河原町五条

住所：京都市下京区西高瀬川筋五条下る平居町 17-1
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■ 「もっと楽しもう！TokyoTokyo」適用プランについて
『MIMARU 東京 銀座 EAST』では、2020 年 12 月の毎週土曜日（12 月 5・12・19・26 日）とクリスマス
（12 月 25 日）の宿泊分を対象に、
「ポケモンルーム」にご宿泊いただける「もっと楽しもう！TokyoTokyo」
適用プランをご用意しており、
「Go To トラベルキャンペーン」と併用いただけます。
「もっと楽しもう！
TokyoTokyo」適用条件等詳細については、以下 URL からご確認ください。
MIMARU 公式 HP 内お知らせ：https://mimaruhotels.com/news/motto-tokyo/

■ 『MIMARU 大阪 難波 NORTH』について
このたび新たに「ポケモンルーム」の提供を開始する『MIMARU 大阪 難波 NORTH』は、「MIMARU」
初の大阪での開業となります。大阪観光の中心地である難波に位置し、観光・買物に便利な立地です。
ロビーには土俵をイメージしたベンチや縁日をテーマにした昔ながらのおもちゃが並び、エントランス
に入った瞬間に縁日のような雰囲気をお楽しみいただけます。客室は約 40 ㎡(定員 4 名)の全 40 室をご
用意しています。

『MIMARU 大阪 難波 NORTH』施設概要
所在地：大阪府大阪市西区南堀江 1-2-10
交通：大阪メトロ四つ橋線「四ツ橋」駅 徒歩 4 分
大阪メトロ千日前線、御堂筋線、四つ橋線「なんば」駅 徒歩 7 分
JR 大和路線「JR 難波」駅 徒歩 7 分
近畿鉄道「大阪難波」駅 徒歩 7 分
南海電鉄「なんば」駅 徒歩 12 分
施設：客室 40 室、ランドリールーム
開業：2021 年 1 月 14 日(木)
ホームページ：https://mimaruhotels.com/namba-north/

『MIMARU 大阪 難波 NORTH』外観完成予想図

● 「APARTMENT HOTEL MIMARU」とは
「APARTMENT HOTEL MIMARU」(https://mimaruhotels.com/)は、
キッチンやリビング・ダイニングスペースを備え、ファミリーやグルー
プでの中長期滞在ニーズに対応する都市型アパートメントホテルです。
"暮らすように滞在する"をコンセプトに、約 40 ㎡から 80 ㎡の客室には
食器や調理器具などを常備し、ランドリールームも備えることで、旅先
でも暮らしの延長線上にある自由な過ごし方を提案しています。
『MIMARU 東京 銀座 EAST』一般客室
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● ポケモンとは
ポケットモンスター、略してポケモンは、1996 年 2 月 27 日に発売された任天堂ゲームボーイ用ソフ
ト『ポケットモンスター 赤・緑』から生まれました。ポケモンは、ゲームから、カードゲーム、アニ
メ、映画、グッズ、イベントなどに派生して、様々な分野で世界中の人から支持されています。ゲーム
では、これまで発売されたすべてのポケモン関連ソフトの累計販売数が全世界で 3 億 6,800 万本以上を
記録しているほか、カードゲームは全世界で累計 304 億枚以上が出荷されています。

● 株式会社ポケモンとは（本社：東京都港区、社長：石原恒和、HP：https://corporate.pokemon.co.jp/）
ポケモンのブランドマネジメントを目的として設立。現在では、原点となる「ゲーム」をはじめとし
て、
「カードゲーム」
「TV アニメや映画などの映像作品」
「グッズ」
「タイアッププロモーション」
「イベ
ント」
「直営店舗であるポケモンセンター」などを展開し、それらすべてをプロデュースしておりま
す。
©2020 Pokémon. ©1995-2020 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.
ポケットモンスター・ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

| コスモスイニシアについて | （本社：東京都港区、社長：髙智 亮大朗、HP：https://www.cigr.co.jp/）
コスモスイニシアは、新築マンション・一戸建、リノベーションマンションなどの住まいを提供するレジデンシャル事業、投資
用・事業用不動産の開発・仲介・賃貸管理などを行うソリューション事業、ファミリー・グループでの中長期滞在に対応するア
パートメントホテルなどの開発・運営を行う宿泊事業を展開しています。社会の変化とニーズの多様化とともに事業領域を拡
大し、都市環境をプロデュースする企業へと進化を続けています。
私たちは、ミッション『「Next GOOD」 お客さまへ。社会へ。⼀歩先の発想で、⼀歩先の価値を。』 の実現に向けて全ての経
営活動においてCSVを実践していきます。これからも、期待を超える安心や喜びをもたらす価値を追求し、商品・サービスの
提供を通じて社会課題を解決するため、より多くの「Next GOOD」を、お客さま、社会と共に創ってまいります。

以 上

当資料に関するお問い合わせ先
株式会社コスモスイニシア
TEL：03-5444-3210

経営企画部

一課

広報担当

三木

FAX：050-3156-2937 EMAIL: box-gr-sen@ci.cigr.co.jp
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