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ANA ホリデイ・イン仙台 ホテル開業 20 周年 

感謝の気持ちを込めた記念プロモーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANA ホリデイ・イン仙台（仙台市若林区／総支配人：小竹聖一）は、本年 7 月 20 日

（火）に開業 20 周年を迎えるにあたり、2021 年 6 月より順次開業 20 年記念プロモーシ

ョンを展開いたします。 

2001 年、仙台駅東口の閑静な土地に「ホリデイ・イン仙台」として誕生し、国内外のお客

様や地域の皆様をお迎えしてまいりました。ご愛顧いただいておりますお客さまに感謝の

気持ちを込めて、開業 20 年を記念したレストランフェア、宿泊プランなどさまざまな企

画をお届けしてまいります。 

 

■ 開業 20 周年記念ロゴ＆キャッチコピー 

2010 年、ANA と IHG との共同ブランド第１号として生まれ変わった「ANA ホリデイ・

イン仙台」。そのマスコットキャラクターとして誕生した「ホリデイ・インダック」をモ

チーフに、20 周年の「2」を表現したロゴマークとなっています。また、キャッチコピー

をホテル従業員より募集し、｢Thanks and Beyond～ここから未来へ～｣に決定いたしまし

た。これまでホテルに関わりバトンを繋いで下さった全ての皆様へ感謝の気持ちを伝える

20 周年に。これまでも、これからも、わたしたちは“ここから”地域の皆様と共に未来へ歩

んで参ります。 



 

■ 開業 20 周年記念プロモーション 

 

・20th アニバーサリーランチ 

レストラン Chef’s Table がお届けする 20 周年ランチ。 

開業当時の人気メニューから新メニューまで。 

過去から未来へと繋ぐ週替わりランチを 

お楽しみいただけます。 

期間：2021 年 7 月 1 日～7 月 31 日 火～土曜日 

時間：ランチタイム 11:30～14:00（Lo.13:30） 

 

・開業 20 周年記念宿泊プラン 

20 年にわたるご愛顧に感謝してお届けする 

特別割引プラン。ご宿泊代が通常価格より 

20％OFF でご利用いただけます。 

予約期間：2021 年 6 月 1 日～8 月 31 日 

宿泊期間：2021 年 7 月 1 日～8 月 31 日 

 

・SNS キャンペーン 

公式 SNS にて、宮城グルメギフトや宿泊券などが当たるキャンペーンを実施いたします。 

 

【Twitter（@anaholidayinnSD）】 

応募期間：2021 年 6 月 1 日～30 日 23:59 まで 

仙台の夏の風物詩といえば、仙台七夕。毎年、ANA ホリデイ・イン仙台でもスタッフが一

から作り上げた仙台七夕飾りがロビーを彩っています。今年は感染防止の観点から規模を

縮小して装飾を行う予定です。そこで、皆様の「七夕のお願いごと」を募集いたします。

キャンペーンツイートに、キャンペーン専用ハッシュタグと“七夕のお願い”を記載し、引

用 RT で応募が完了となります。 

 

【Instagram（@anaholidayinnsendai）】 

応募期間：2021 年 7 月 1 日～31 日 23:59 まで 

これまでに ANA ホリデイ・イン仙台を利用して『また行きたい、体験したい』と感じら

れたお食事やご宿泊の際の写真を募集いたします。キャンペーン専用ハッシュタグとホテ

ルで撮影された写真をご投稿いただきますと応募が完了となります。 

 

応募詳細・注意事項に関しましては、各 SNS 内に記載しておりますので必ずご確認くださ

いますようお願いいたします。 

https://twitter.com/anaholidayinnSD
https://www.instagram.com/anaholidayinnsendai/


 

■ ANA ホリデイ・イン仙台の新型コロナウイルス感染症対策について 

 

ANA ホリデイ・イン仙台が属する IHG®（インターコンチネンタルホテルズグループ）で

は、グローバルレベルでの衛生基準「IHG クリーンプロミス」（※）を立ち上げました。

この IHG クリーンプロミスに基づき、ANA ホリデイ・イン仙台では、従業員のマスク着

用や、客室及びパブリックスペース清掃時の消毒と換気の強化を行っております。お客様

の安心・安全を第一に、今後も寛ぎのご滞在をお楽しみいただけるよう安全の確保に努め

ながらお客様をお迎えいたします。 

 

 

※IHG クリーンプロミス  

従来 IHG で定めている清掃基準「IHG ウェイオブクリー

ン」に加え、衛生業界をリードする専門家の協力をもとに、

新型コロナウイルス感染症に対応するため更に強化された 

衛生管理への新たな取り組み。 

https://www.anaihghotels.co.jp/plan/ihg-clean-promise/ 

 

 

<ご予約・お問合せ> 

レストラン Chef’s Table（シェフズテーブル）   TEL：022-256-5130 

宿泊予約に関するお問い合わせ          TEL：022-256-5111 

20 周年記念ページ URL https://www.anaholidayinn-sendai.jp/news/information/1523 

 

 

■ ANA ホリデイ・イン仙台について 

 

「古い歴史と新しい時代が調和する街、仙台———。」 

ANA ホリデイ・イン仙台（宮城県仙台市若林区、客室数 165 室）は、仙台市の中心に位置

し、ビジネスにもレジャーにも便利で快適なご滞在をご提供しております。ジュニアスイー

トルームを含む全 165 の客室は、広々として落ち着きのあるモダンな趣きで、お客様に寛

ぎの時間をお約束いたします。青葉城址、宮城県美術館、仙台市博物館、輪王寺など、仙台

市の主要な文化史跡や観光スポットを巡る旅の拠点としても理想的な立地となっておりま

す。 

2010 年 7 月、IHG のグローバルブランドであるホリデイ・インと ANA ホテルの共同ブ 

ランドホテルの第 1 号として誕生いたしました。 

 

https://www.anaihghotels.co.jp/plan/ihg-clean-promise/
https://www.anaholidayinn-sendai.jp/news/information/1523


 

ホリデイ・イン®ホテルズ&リゾーツについて： 

 

ホリデイ・インブランドは、1952 年から、世界中の新たな旅の目的地を提供し続け、大勢

のトラベラーをお迎えしてきました。コンテンポラリーなデザインとグリーンのアイコニ

ックなサインが特徴的なホリデイ・インホテルズは、ビジネスやレジャーでご利用のお客様

へ、心温まるサービスで思い出に残る体験をご提供しています。充実したアメニティをはじ

め、フルサービスのレストラン、会議やお仕事でも快適にお使いいただけるパブリックエリ

アや 12 歳以下のお子様の添い寝と専用メニューの飲食が無料になる 'Kids Stay & Eat Free'

など、ご旅行をより楽しいものにする設備やプログラムをご用意しています。どのホリデ

イ・インホテルズでも、リラックス・リフレッシュしたひとときや、人と人とのリアルなつ

ながりと、交流から生まれるハートウォーミングなご滞在をお届けしています。  

 

詳細は、ホリデイ・インブランド公式サイト www.holidayinn.com  

その他 SNS サイト www.twitter.com/holidayinn, 

www.facebook.com/holidayinnhotels www.instagram.com/holidayinn をご覧ください。 

 

 

 

IHG ホテルズ&リゾーツ / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて 

 

IHG ホテルズ& リゾーツ [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、True Hospitality for Good

を提供するグローバルホスピタリティーカンパニーです。 

下記の 16 ホテルブランドを展開し、世界 100 ヶ国以上に約 6,000 ホテルを有し、約 1,800

軒のホテルが開発中となっています。また、IHG リワーズは、世界最大級のロイヤリティ

プログラムで、様々な特典をお楽しみいただいています。 

 

●プレミアム：HUALUXE ホテルズ&リゾーツ、クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ、 

EVEN ホテルズ、voco ホテルズ 

●ラグジュアリー &ライフスタイル：シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ、 

リージェント ホテルズ&リゾーツ、インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツ 

キンプトン ホテルズ&レストランツ、ホテル インディゴ 

●エッセンシャルズ：ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ、ホリデイ・イン エクスプレス、 

avid ホテルズ 

●スイーツ：Atwell スイーツ、ステイブリッジ スイーツ、 

ホリデイ・イン クラブバケーションズ、キャンドルウッド スイーツ 

 

http://www.holidayinn.com/
http://www.twitter.com/holidayinn
http://www.instagram.com/holidayinn


 

InterContinental Hotels Group PLC は、グループの持株会社で、英国に設立、英国および

ウェールズで登録されています。世界中の IHG のホテルとコーポレートオフィスには、約

350,000 人の従業員がおり、日々世界中のお客様をお迎えしています。 

 

日本国内では、2006 年 12 月に、IHG と ANA の業務提携によるジョイントベンチャー会

社、IHG・ANA・ホテルズグループジャパンを設立。2021 年 3 月現在、5 ブランド（イン

ターコンチネンタル、キンプトン、ANA クラウンプラザ、ホリデイ・イン及びホリデイ・

インリゾート、ホテルインディゴ）、37 ホテル、約 10,000 室を展開しています。 

 

今後も ANA インターコンチネンタル安比高原リゾート、ANA クラウンプラザリゾート安

比高原、ANA ホリデイ・インリゾート安比高原、ホテルインディゴ犬山有楽苑、ホテルイ

ンディゴ軽井沢、インターコンチネンタル沖縄美ら SUN リゾートの開業を予定しており、

日本においても IHG ホテルズ&リゾーツは拡大をし続け、更なる旅の選択肢を皆様にお届

けしてまいります。 

 

 

【本プレスリリースに関するお問い合わせ】 

ANA ホリデイ・イン仙台  広報担当 ： 渋谷 

TEL：022-256-5111  FAX：022-256-5211  MAIL：tomomi.shibuya@ihg.com 

 

mailto:tomomi.shibuya@ihg.com

