
 

2022年 6月 10日 

株式会社レンブラントホテルマネジメント 

レンブラントホテル厚木 

 

【7月 7日リニューアルオープン（予定）】“中長期滞在型宿泊サービス”を開始 

「住める」 「遊べる」 「働ける」 新しい“ホテルライフ”のご提案  

 

 
 

 

レンブラントホテル厚木（所在地：神奈川県厚木市、総支配人：早嵜 慶一郎）は、一部の客室とバーをリノベーションし、

2022年 7月 7日（木）に 「住める」 「遊べる」 「働ける」 宿泊施設としてリニューアルオープンし、 “中長期滞在型宿泊サ

ービス”の提供を開始いたします。 

バス・トイレ・キッチン・生活家電がついた全 5 タイプの中長期滞在型客室と、プレミアムサウナルームをご用意いたしました。 

またホテル 1階にあるバーレンブラントは“沖縄”をコンセプトとした 『コワーキング＆バー』 へとリニューアルいたします。日中はコワー

キングスペース、夜はバーとして、幅広いシーンや用途でお使いいただける空間をご用意いたしました。 

 

昨今、DX 推進やニューノーマルな生活様式が推奨されるアフターコロナの中、レンブラントホテル厚木は新たな需要を開拓する

試みとして施設内の一部客室を改装いたします。今回の施策を通して、地域コミュニティを最大限活用した “顧客の移住生活

を総合的に彩る施設” を実現し中長期滞在型施設へと進化いたします。行政機関や地元の観光施設とともに相互連携を図り、

「お客様に常に光をあて、心温まる最高のサービスを提供すること。」というブランドコンセプトの元、地域との繋がりを担うフルサービ

スホテルとして、展開してまいります。 

 

 

 

 



1泊 30泊 90泊 365泊以上

1泊あたり ￥13,400～ ￥9,380～ ￥8,040～ ￥5,360～

30泊あたり - ￥281,400～ ￥241,200～ ￥160,800～

コンフォートダブルプラス
滞在日数

1泊 30泊 90泊 365泊以上

1泊あたり ￥10,000～ ￥7,000～ ￥6,000～ ￥4,000～

30泊あたり - ￥210,000～ ￥180,000～ ￥120,000～

滞在日数
ビジネスプラス

1. 中長期滞在型宿泊サービス                                                                             

 オフィスや住まい、宿泊など様々なシーンで活用できる『中長期滞在型客室』へリニューアルオープン。オフィス利用や単身利用、

中長期的な二人暮らしの居住空間としても活用できる部屋を全部で5タイプご用意いたしました。各部屋Wi-Fi完備・キッチン・

乾燥機付き洗濯機や家具・家電が付いているため、安心して簡単に新生活を安心して簡単に新生活を始められます。 

 

■概要 

・予約開始日：2022年 6月 10日（金） 

・利用開始日：2022年 7月 7日（木） 

・HP：https://rembrandt-group.com/atsugi-longstay/ 

 

ルームコンセプト                                                                         

 キッチンや家具家電がプラスされた客室でゲストの多様なライフスタイルに合わせながら、ホテルならではのサービスがプラスされたラ

グジュアリーな滞在をご体感くださいませ。 

 

Type1. コンフォートダブルプラス                                                                    

ゆとりのある収納ダブルベッド、キッチン、乾燥機付き洗濯機を兼ね備えた広々としたお部屋設計。お一人でゆったり広めのお部

屋でくつろぎたい方にぴったりのコンフォートダブルプラス。また、家具家電がついているため初期費用を抑え、新生活を試してみたい

という方にもおすすめです。 

 

■部屋面積：25㎡ 

■ミニキッチン・乾燥機付き洗濯機・テレビ付き 

■利用料金 

※表示料金は消費税・サービス料を含む総額です。 

   

      

Type2. ビジネスプラス                                                              

ミニキッチン、乾燥機付き洗濯機がついたビジネスプラス。昼間のオフィス利用と夜の宿泊利用にもご利用いただけます。さらに

会社登記ができるため、事務所や地方支店として契約することが可能です。 

 

■部屋面積：17㎡ 

■ミニキッチン・乾燥機付き洗濯機・テレビ付き 

■利用料金 

※表示料金は消費税・サービス料を含む総額です 

 

 

 

※画像はイメージです。 

※画像はイメージです。 

https://rembrandt-group.com/atsugi-longstay/


1泊 30泊 90泊 365泊以上

1泊あたり ￥9,000～ ￥6,300~ ￥5,400～ ￥3,600～

30泊あたり - ￥189,000～ ￥162,000～ ￥108,000～

滞在日数
コンパクトライフプラス

1泊 30泊 90泊 365泊以上

1泊あたり ￥22,000～ ￥15,400~ ￥13,200～ ￥8,800～

30泊あたり - ￥462,000～ ￥396,000～ ￥264,000～

滞在日数
エグゼクティブプラス

1泊 30泊 90泊 365泊以上

1泊あたり ￥22,000～ ￥15,400~ ￥132,000～ ￥8,800～

30泊あたり - ￥462,000～ ￥396,000～ ￥264,000～

滞在日数
ファミリーライフプラス

Type3. コンパクトライフプラス                                                               

乾燥機付き洗濯機の完備によって 1 人暮らしを始める方や、学生の入学から卒業までサポートする事ができるルーム仕様。ロ

フトの壁面には、厚木の名の由来とされる “集め木” を取り入れました。 

■部屋面積：17㎡ 

■ミニキッチン・乾燥機付き洗濯機・テレビ付き 

■利用料金 

※表示料金は消費税・サービス料を含む総額です 

 

 

 

 

Type4. エグゼクティブプラス                                                             

事務所やサテライトオフィスとして利用でき、十分な空間が確保された仕様。お客様が来られても安心してプライベートを切り分

けられるよう、バス・トイレは別に。さらに、キッチンや洗濯機は収納できるため、生活空間とオフィスを完全に分割できる空間をご用

意いたしました。 

 

■部屋面積：34㎡  

■キッチン・乾燥機付き洗濯機・冷蔵庫・テレビ付き 

■利用料金 

※表示料金は消費税・サービス料を含む総額です 

 

 

 

Type5. ファミリーライフプラス                                                            

対面キッチンに余裕のあるダイニング、バス、トイレ別で二人暮らしでもストレスを感じにくい仕様に。さらに、ダイニングルームと寝室

を分けた部屋設計のため、複数人でご利用時には、プライベート空間を作ることも可能です。 

■部屋面積：34㎡ 

■キッチン・乾燥機付き洗濯機・冷蔵庫・テレビ付き 

■利用料金 

※表示料金は消費税・サービス料を含む総額です 

 

 

 

 

 

※画像はイメージです。 

※画像はイメージです。 

※画像はイメージです。 



1～5名様 平日 土日祝

18：00～10：00 ￥35,000～ ￥45,000～

14：00～10：00

（アーリーチェックイン）
￥45,000～ ￥55,000～

2時間（1セット） 5時間（2セット） 8時間（3セット） 2時間（1セット） 5時間（2セット） 8時間（3セット）

1-2名 ¥9,000 ¥18,000 ¥27,000 ¥8,000 ¥16,000 ¥24,000

3名 ¥12,000 ¥24,000 ¥36,000 ¥11,000 ¥22,000 ¥33,000

4名 ¥15,000 ¥30,000 ¥45,000 ¥14,000 ¥28,000 ¥42,000

5名 ¥18,000 ¥36,000 ¥54,000 ¥17,000 ¥34,000 ¥51,000

一般・宿泊者
平日

中長期滞在型客室利用者

2時間（1セット） 5時間（2セット） 8時間（3セット） 2時間（1セット） 5時間（2セット） 8時間（3セット）

1-2名 ¥11,000 ¥22,000 ¥33,000 ¥9,000 ¥18,000 ¥27,000

3名 ¥14,000 ¥28,000 ¥42,000 ¥12,000 ¥24,000 ¥36,000

4名 ¥17,000 ¥34,000 ¥51,000 ¥15,000 ¥30,000 ¥45,000

5名 ¥20,000 ¥40,000 ¥60,000 ¥18,000 ¥36,000 ¥54,000

休日
中長期滞在型客室利用者一般・宿泊者

2.露天風呂・水風呂付プレミアムサウナルーム                                            

セルフロウリュウが体験できる本格的なフィンランド式サウナを導入した個室サウナや、外気浴・露天風呂・水風呂を完備したテ

ラスがついた至高のプレミアムサウナルーム。サウナ内は最大 5 名まで利用可能で、自分好みの温度設定が可能な為、初めての

方や女性にもおすすめです。時間貸しで貸切利用もできるため、お仕事中のリフレッシュなどにもご利用いただけます。さらに、中長

期滞在型客室をご利用の方には、特別ご優待価格をご用意しております。 

 

■概要 

・部屋面積：55㎡ 

・利用開始日：2022年 7月 7日（木） 

・HP：https://rembrandt-group.com/atsugi-longstay/ 

・営業時間：デイユースプラン利用 5：00～22：00 

宿泊利用 ①18：00～10：00 ②14：00～10：00（アーリーチェックイン） 

 

 ▼宿泊プラン料金（オープニング記念価格） 

  

 

 

 

 

▼デイユース利用料金（オープニング記念価格） 

※表示料金は消費税・サービス料を含む総額です 

 

客室紹介                                                                    

■プライベートサウナ                                   

セルフロウリュウができる本格的なフィンランド式サウナを導入。収容

可能人数は 5 名様なので、女子会やご家族でのご利用にもぴったり。

完全プライベート空間のため、脱衣所、サウナ、テラスまでストレスなく

移動でき、サウナ愛好家にとっても、とっておきのこだわり設計となって

おります。サウナ室内では、専用のスピーカーでお好きな音楽を聴くこ

とができ、自分好みの心地よい温度設定でご利用いただけます。 

※画像はイメージです。 



バー

（18：00～24：00）

30分迄 1時間迄 テーブルチャージ料

300円 500円 500円

コワーキングスペース

（8：00～17：30）

利用料金

（税込）

■テラス露天スペース                                          

テラスは、北欧風の温かみのある木材を基調とした外気浴と露天風

呂を十分に楽しめる空間に。冷浴露天風呂と温浴露天風呂の両

方を備えているので、最高のリラックス空間を演出。外気浴で“至高

のととのい”を体験するには欠かせない、“ととのい椅子”もご用意いた

しました。 

 

 

 

 

■ベッドルーム＆リビングルーム                                       

室内でととのいながら、ご友人やご家族との歓談スペースや、リモート

ワークができるワークスペースも用意しており、様々なシーンで利用い

ただける室内設計となっております。 

 

 

 

 

 

 

 

3.バーレンブラント                                                                

ホテル1階のバーレンブラントでは、昼と夜で異なる使い方ができる沖縄をコンセプトにした空間にリニューアル。これまでは営業し

ていなかった日中の時間帯をコワーキングスペースとして無人カフェを営業し、夜はバーとして、大人な遊び場としての空間に生まれ

変わります。 

チェックイン前のご利用では、テレワークや学習空間として活用でき、ドリンク飲み放題付きでご利用いただけます。チェックイン後

に館内のプライベートサウナやレストランをご利用いただいた後は、沖縄の夕暮れを感じながらお酒をたしなむ最高のひと時をお過

ごしいただけます。 

 

■概要 

・店舗名：バーレンブラント 

・利用開始日：2022年 7月 7日（木） 

・営業時間：コワーキングスペース 8：00～17：30 年中無休 

     バー     18：00～24：00（Ｌ.O 23:30） 日曜・月曜定休 

 ▼利用料金 

 

 

  

 

 

   ※テーブルチャージ料…カフェ時間から継続利用の方は無料サービスとなります。 

   ※宿泊者・中長期滞在型客室ご利用の方には、特別価格でご提供予定となります。 

   ※表示料金は消費税・サービス料を含む総額です。 

 

※画像はイメージです。 

※画像はイメージです。 



 

店内紹介                                                                        

■カウンター席 

沖縄をイメージし、ホワイトを基調とした涼しげな空間に。

各席には、コンセントを完備し日中のコワーキングでも不自

由なくご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

■ホール席 

広々としたホール席にもカウンター席同様、コンセント・Wi-Fi を完備。ホール内に個室スペースも設置されている為、少人数か

らの会議・ミーティングのご利用にも便利な空間となっております。 

 

＜本リリースに関するお問い合わせ先＞ 

レンブラントホテル厚木 広報マーケティング課 担当：兼村 

電話番号 046-222-0137 ／ FAX 046-222-2430 

E-mail： mkt.atsugi@rembrandt-hotel.co.jp 

公式 HP： https://rembrandt-group.com/atsugi  

 

＜本サービスに関するお問い合わせ先＞ 

レンブラントホテル厚木 

中長期滞在型客室に関するお問い合わせ：050-1751-3828（直通） 

その他サービスに関するお問い合わせ：046-221-0001（直通） 

HP： https://rembrandt-group.com/atsugi-longstay/ 

※画像はイメージです。 

※画像はイメージです。 

https://rembrandt-group.com/atsugi
https://rembrandt-group.com/atsugi-longstay/

