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株式会社ポトマック（兵庫県神戸市 代表取締役 金指光司）は「PEANUTS HOTEL」（ピーナ

ッツ ホテル）を、2018 年 8 月 1 日、神戸にオープン致します。 

1 階にはカフェ＆グッズ販売、3 階にはレストランを併設。PEANUTS HOTEL にご宿泊の方も、レ

ストランやカフェ、グッズ購入をご利用の方も、いつ誰と来ても PEANUTS の世界観をお楽しみいただけ

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

■関西初進出！「PEANUTS Cafe」、「PEANUTS DINER」併設決定！                                           

ホテルの 1 階に「PEANUTS Cafe」、3 階レストランスペースに「PEANUTS DINER」を併設致しま

す。 

カフェやレストランはホテル宿泊のご予約がない方でもお気軽にご利用いただけます。 

（3F の PEANUTS DINER はオープン当初混雑が予想されるため、8 月中は完全 WEB 予約制となります） 

 

<1 階> PEANUTS Cafe                                         

1 階カフェスペースには、「PEANUTS Cafe」が、カフェスタンドとして併設さ

れます。 

中目黒でも人気のドリンクをテイクアウトでお楽しみいただけます。 

PEANUTS HOTEL オリジナルグッズなどのグッズ販売もございます。 

※カフェにお席はございません。テイクアウト専用のカフェスタンドとなります。 

 

<３階> PEANUTS DINER                                       

3 階レストランスペースには、「PEANUTS DINER」が併設されます。 

「PEANUTS DINER」では神戸の食材をベースにした本格的なお食事に、

PEANUTS の仲間たちのユニークなエピソードをモチーフにしたメニューを揃え

ております。 

ご宿泊に含まれる朝食や、ホテルご利用のお客様以外もお食事を楽しめる

レストランとしてご利用いただけます。 

※オープン当初混雑が予想されるため、8 月中は完全 WEB 予約制となります。 

ご予約は 7 月 9 日（月）午前 10 時より、ピーナッツホテルサイト内にて開始いたし            

ます。 

 

スヌーピーをテーマにしたデザインホテル 

「PEANUTS HOTEL」（ピーナッツ ホテル） 

2018 年 8 月 1 日（水）、神戸にグランドオープン！ 
7 月 9 日（月）午前 10 時より公式サイトにて WEB 予約開始！！！ 
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<4 階～6 階> PEANUTS HOTEL 宿泊スペース                                    

宿泊スペースの 4 階～6 階には各階３つのフロアテーマを設定。 

4 階は「IMAGINE」、5 階は「HAPPY」、6 階は「LOVE」をテーマに全 18 室すべてが異なるコミックを

コンセプトにしたお部屋になっています。 

※お部屋の詳細発表は 7 月上旬を予定しております。 

 

■ホテルコンセプト                                            

 

“IT'S NICE TO HAVE A HOME WHERE YOUR GUESTS FEEL COMFORTABLE.  ” 

お客さんが心地よく思ってくれる家をもてるって素敵だね。 

PEANUTS Comic Strip:©1962 Peanuts Worldwide LLC 

 

コミックから、スヌーピーのドッグハウスで寛いで寝てしまう小鳥たちをみて、“IT'S NICE TO HAVE A 

HOME WHERE YOUR GUESTS FEEL COMFORTABLE.  ”と感じるスヌーピーをホテルコンセ

プトに、「IMAGINE」、「HAPPY」、「LOVE」の 3 つのテーマのフロアと、全 18 室すべてが別々のコミッ

クをコンセプトにイメージしたお部屋になっています。 

 

原作者チャールズ M. シュルツの描く、友情や、恋、人生哲学など、ユニークで深い「PEANUTS」の

コミックには、子供から大人まで、誰もが共感できる世界があります。 

 

時代や世代を越えて、ピーナッツのルーツを感じることができ、さまざまなお客様との繋がりやコミュニティ

が生まれ、「PEANUTS HOTEL」で過ごし出会った人々の心があたたかくなる、そんなカジュアルでフレ

ンドリーなデザインホテルです。 

 
■ホテルご予約開始日について                                          
PEANUTS HOTEL 宿泊のご予約を 2018 年 7 月 9 日（月）午前 10 時より開始致します。 

予約方法：PEANUTS HOTEL サイト内にて WEB 予約制となります。 

決済方法：各種クレジットカードでの事前決済となります。現金払い・当日払い不可。 

価格   ：￥30,000～ （税別、3F ピーナッツダイナーでのご朝食含む） 

ご予約期間：2018 年 8 月 1 日～2018 年 10 月 31 日までのご予約を受付いたします。 

        ※8/1 以降は、３ヶ月先の日程までのご予約が可能となります。 

 

※お部屋の詳細及びご予約に関する詳細の発表は 7 月上旬を予定しております。 

※WEB 予約のみとなり、電話予約はお受けしておりません。 

※アクセスが集中しご迷惑をおかけする場合がございます。予めご了承ください。 
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【リリースに関するお問い合わせ】 

株式会社ポトマック 

PEANUTS HOTEL 広報 櫻田 (さくらだ) 

press@peanutshotel.jp 

 

■PEANUTS FRIENDS CLUB 会員様限定、プレオープン先行宿泊予約が
5 月30 日より受付スタート！                

PEANUTS オフィシャルファンクラブ「PEANUTS FRIENDS CLUB」の会員様には、PEANUTS 

HOTEL 一般オープンに先駆けて、会員様限定でプレオープン先行宿泊予約を実施いたします。 

先行宿泊予約は 5 月 30 日より受付開始となります。 

宿泊予約に応募できる会員様は 5 月 29 日までにご入会の会員様に限らせていただきます。 

※先行宿泊予約は先着順で 300 組限定とさせていただきます。 

※アクセスが集中しご迷惑をおかけする場合がございます。予めご了承ください。 

 

「PEANUTS FRIENDS CLUB」ご入会、先行宿泊予約に関する詳細はこちら

https://peanutsfriendsclub.jp/ 

 

■概要                                              
名称     ：PEANUTS HOTEL（ピーナッツ ホテル）  
住所        ：〒650-0004 兵庫県神戸市中央区中山手通1-22-26 

オープン日 ：2018年8月1日 

客室数 ：全18室 

公式サイト  ：https://www.peanutshotel.jp 

Instagram ：https://www.instagram.com/peanutshotel/ 

Facebook  ：https://www.facebook.com/peanutshotel/ 

※部屋詳細の情報は、次回以降のリリース及び公式サイト、SNS よりお知らせいたします。次回リリー

スは 7 月上旬を予定しております。 

 

<1階併設> 

名称     ：PEANUTS Cafe（ピーナッツ カフェ）  
オープン日 ：2018年8月1日 

公式サイト ：http://www.peanutscafe.jp/  

Instagram ：http://www.instagram.com/PEANUTSCAFE_TOKYO 

※現在の中目黒PEANUTS Cafeのサイト、アカウントとなります。 

 

<３階併設> 

名称     ：PEANUTS DINER（ピーナッツ ダイナー）  
オープン日 ：2018年8月1日 

公式サイト ：http://www.peanutsdiner.jp/  

Instagram ：http://www.instagram.com/peanutsdiner 

※現在の横浜PEANUTS DINERのサイト、アカウントとなります。 

 

●ご掲載に際しては、原稿の確認をさせて頂けますようお願いいたします。  

  また、下記のクレジットを表記してください。 

 © 2018 Peanuts Worldwide LLC （ 短縮形 © ‘18PNTS ） 

mailto:press@peanutshotel.jp
https://peanutsfriendsclub.jp/
https://www.peanutshotel.jp/
https://www.instagram.com/peanutshotel/
https://www.facebook.com/peanutshotel/
http://www.peanutscafe.jp/
http://www.instagram.com/PEANUTSCAFE_TOKYO
http://www.peanutsdiner.jp/
http://www.instagram.com/peanutsdiner

