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東京ガーデンテラス紀尾井町 グランドオープン
「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」ならびに「赤坂プリンス クラシックハウス」
「紀尾井テラス３階・４階」本日開業のお知らせ
当社の連結子会社である株式会社西武プロパティーズ(本社：埼玉県所沢市、取締役社長：安藤 博雄)が開
発を推進する「東京ガーデンテラス紀尾井町（グランドプリンスホテル赤坂跡地開発計画）
」では、本日７月
２７日（水）
、株式会社プリンスホテル（本社：東京都豊島区、取締役社長：赤坂 茂好）が運営する「ザ・
プリンスギャラリー 東京紀尾井町」
、
「赤坂プリンス クラシックハウス」ならびに株式会社西武プロパティ
ーズが運営するショップ＆レストラン「紀尾井テラス」
（３階・４階）が開業いたします。
詳細は下記のとおりです。

記
「みどりと歴史に抱かれた国際色豊かな複合市街地」を目指し、西武グループでは初めてとなる大型複合
開発「東京ガーデンテラス紀尾井町」は、本日７月２７日（水）
、全ての施設が開業し、グランドオープンを
迎えます。当施設は、西武グループのさらなる飛躍の象徴として、キーメッセージ「 品と、格と、未来と。
」
を体現するべく、国内のみならず、国外からも多くのお客さまが訪れる、魅力ある街として発展させてまい
ります。

左：紀尾井レジデンス 右奥：紀尾井タワー 右手前：赤坂プリンス クラシックハウス

◆赤坂プリンスホテルの開業
本事業地を含む周辺地域は、かつて紀伊徳川家、尾張徳川家、彦根井伊家が屋敷を構えた由緒ある土地柄から、
その一部の文字を使用し「紀尾井町」と名付けられました。西武グループがこの地で事業を始めたのは１９５５（昭
イウン

和３０）年からです。かつて、日本の王族であった朝鮮王家の李垠殿下の邸宅として使用していたチューダー様式
を基調とした洋館「旧李王家東京邸」を取得し、赤坂プリンスホテル（現：赤坂プリンス クラシックハウス）と
して開業しました。その後、１９６０（昭和３５）年には赤坂プリンスホテル別館を開業し、１９８３（ 昭和５
８）年には世界的にも著名な建築家である丹下健三氏設計による４０階建ての新館を開業、
「赤プリ」の愛称で親
しまれてきました。

赤坂プリンスホテル 開業当初の外観（１９５６年）

多くのお客さまで賑わうプール（１９６１年）

２００２年以降は新館のシンボリックな建物全体を使い、各
客室の内側の窓枠をチューブライトで囲い、高さ１００ｍのク
リスマスツリーを浮びあがらせるという大胆かつ斬新なイベ
ントも実施いたしました。
赤坂プリンスホテルは、政治、経済、文化、芸能などのさま
ざまな場をご提供し、東京を代表するトレンドスポットとして
成長してまいりました。
その後、西武グループではさらなる企業価値向上のため、都
心の有望な土地を最有効活用する方針（現・西武グループ ア
セット戦略）
を策定し、
グランドプリンスホテル赤坂を閉館し、
再開発をおこなうことを決定（２０１０（平成２２）年４月２
８日公表）いたしました。

クリスマスシーズンの風物詩 クリスマスツリーイルミネーション

公表から閉館までの約１年間、
「赤プリ」の思い出やお客さまの声を「わたしの“赤プリ”メッセージ」と題し
広く募集し多くの反響をいただき、閉館のセレモニーでは、このメッセージがボックスに入れられ、最後にご宿泊
されたお客さまによって閉じられました。
そして、本日開業する「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」のチェックインセレモニーにおいて、同じお
客さまの手によってメッセージボックスが開けられます。

◆東日本大震災の発生、被災された方の受け入れ
２０１１（平成２３）年３月１１日、東日本大震災が発生しました。閉館した「赤プリ」は再開発のため建物を
解体するまでの約３ヵ月間、被災された７８８名の方を受け入れるため施設を開放し、ボランティアスタッフとし
て西武グループの社員のべ約９００人が参加し、グループを挙げて支援を継続的におこないました。

被災された方々の受け入れの様子

赤プリに避難された方々からの寄せ書き

◆画期的な解体工法「テコレップシステム」
新館の解体に際しては、騒音や粉じんの飛散

を最小限に抑える大成建設が開発したテコレッ
プシステムを利用した工法を採用いたしました。
従来のビルの解体工法とは異なり、この工法では
最上階の屋根を巨大なジャッキで支え、蓋代わり
に建物を覆い、解体した材料をあらかじめ建物内
部に開けておいた開口部から階下に搬出し、全て
の工事を閉鎖された状態でおこなうものです。こ
れにより、赤坂のランドマークでもあり、世間か
ら注目され続けた「赤プリ」は、ゆっくりと丁寧

新館の解体

に別れを告げるように最後まで華麗な姿を保ち
続けました。

◆赤坂プリンス クラシックハウスの曳家
地下部分に設けるバスターミナルやタクシー
待機場所を構築するために、総重量約５，０００
ｔにもおよぶ旧館（現・赤坂プリンス クラシッ
クハウス）の曳家工事をおこない、地下工事を進
めました。
地下に施設を設置することで、地上部分に十分
なオープンスペースの確保を実現し、敷地内の緑
化についても積極的に推進いたしました。

赤坂プリンス クラシックハウスの曳家

◆歴史の継承
新たに建設した「東京ガーデンテラス紀尾井町」は、当時の「赤プリ」を継承したものが随所に見られます。
一例では、
紀尾井タワーは、かつての新館の外観を想起させるようなファサードデザインを採用しています。また、
同タワーのオフィスロビーで使用している白色の大理石（ビアンコカラーラ）は、同新館のロビーなどで使用して
いた同種類のイタリア産大理石を使用しております。さらに紀尾井タワー４階に位置する紀尾井カンファレンスで
は、同新館の大宴会場
「クリスタルパレス」の壁面に展示されていた彫刻の一部をオブジェとして残しております。

紀尾井タワー 1 階オフィスロビー

新館を想起させる紀尾井タワーの外観

「クリスタルパレス」に展示されていた彫刻の一部（紀尾井カンファレンス）

そして、もっとも開業当時の「赤プリ」の歴史を継承しているのは「赤坂プリンス クラシックハウス」です。

この度、建設当時の詳細な資料などを基に照明器具や外壁などの主要部分を当時の状態に復原し、気高く優
雅な往時のしつらえを取り戻すと同時に、現代の多様なニーズに応えるため、最新の機能を備えたバンケッ
トなどとしてご利用いただけるようにいたしました。

赤坂プリンス クラシックハウス外観

赤坂プリンス クラシックハウス内観

◆お披露目、そしてグランドオープン
グランドオープンを控えた２０１６（平成２８）年７月２１日（木）
、菅義偉内閣官房長官をはじめ、各界の著
名人など総勢約１，２００名の皆さまにご臨席いただいた「内覧レセプション」では、大勢のご招待者の皆さまか
ら期待の高さを実感することとなり、グループ役職員一同、お客さまが新しい感動や喜びを感じていただけるよう
に、あらためて決意を強くしました。
この多彩な機能を持つ複合市街地「東京ガーデンテラス紀尾井町」は、本日７月２７日（水）にグランドオープ
ンを迎えます。本事業が西武グループのこれからの「飛躍」の象徴となり、東京あるいは日本の未来に貢献する
エリアとなるよう、グループの総力を挙げて取り組んでまいります。

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町の
ザ・バー「イルミード」で記念撮影する
菅官房長官と後藤高志

「東京ガーデンテラス紀尾井町」に関するこれまでの発表資料およびメディア公開
・発表資料
２０１６年 ７月２７日発表

東京ガーデンテラス紀尾井町 グランドオープン

２０１６年 ７月２５日発表

「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」開業に先立ち７月２５日よりテレビＣＭを放映

２０１６年 ７月２１日発表

東京ガーデンテラス紀尾井町『内覧レセプション』を７月２１日に実施

２０１６年 ７月１９日発表

歴史ある「時」
、行き交う「人」
、
「緑」ある空間を演出するパブリックスペースに
全９つのパブリックアートが揃い、展示・公開を開始

２０１６年 ６月３０日発表

「紀尾井カンファレンス」７月１日に開業

２０１６年 ６月２２日発表

「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」スパ＆フィットネスエリア
（３０階）の施設概要決定、６月２４日よりフィットネスクラブ入会受付開始

２０１６年 ６月 ６日発表

「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」レストラン名称およびレストラン
一般予約受付開始日時決定

２０１６年 ５月 ９日発表

５月１０日、一部施設の先行オープンにあわせて、
緑豊かな空間を演出する"パブリックスペース"がオープン

２０１６年 ４月１２日発表

全オフィスフロアのテナント入居決定について

２０１６年 ３月１５日発表

各棟の名称、商業ゾーンへの出店店舗ならびに第Ⅰ期開業日の決定について

２０１６年 １月２１日発表

「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」スターウッドと提携し、
最高級カテゴリー「ラグジュアリーコレクション」に加盟

２０１５年 ９月１６日発表

上棟のお知らせおよびタウンネーミングの変更、ロゴマークなどの決定について

２０１５年 ８月３１日発表

「赤坂プリンス クラシックハウス」一般宴会・婚礼の予約受付開始

２０１５年 ７月１６日発表

旧グランドプリンスホテル赤坂の旧館として親しまれた
「旧李王家東京邸」営業概要および新名称「赤坂プリンス クラシックハウス」を決定

２０１５年 ４月 ８日発表

「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」の施設概要を決定

２０１５年 １月１３日発表

新ホテル名称を「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」に決定

２０１４年１２月１１日発表

タウンネーミングを「東京ガーデンテラス」に決定

２０１４年 ６月１９日発表

「紀尾井町プロジェクト」のオフィス入居テナントの決定について

２０１４年 ２月 ４日発表

「
（仮称）紀尾井町計画」が最高ランクの「Platinum(Plan)2013」認証を取得
（DBJ Green Building 認証）

２０１２年 １１月８日発表
２０１０年 ４月２８日発表

「
（仮称）紀尾井町計画」の事業決定について
連結子会社の事業所の営業終了に関するお知らせ

・取材公開
２０１６年 ７月１９日

「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」
、
「赤坂プリンス クラシックハウス」
、
「紀尾井テラス３階・４階」メディア内覧会

２０１６年 ５月 ９日

一部施設の先行メディア内覧会

２０１５年 ９月１６日

上棟式ならびに施設ロゴ発表

２０１３年１１月１８日

旧グランドプリンスホテル赤坂 旧館曳家工事のメディア公開日

２０１３年 ２月２０日

新築工事起工式

２０１３年 １月 ８日

旧グランドプリンスホテル赤坂 新館解体にともなうジャッキダウンのメディア向け公開

２０１１年 ３月３１日

グランドプリンスホテル赤坂 閉館セレモニー

以 上

東京ガーデンテラス紀尾井町
FACT SHEET

※ 2016年7月27日現在

目次
１ グランドプリンスホテル赤坂跡地開発計画について
・事業概要/開発経緯
2 「東京ガーデンテラス紀尾井町」について
・施設概要(名称・コンセプト・フロア構成)
・施設紹介：－紀尾井タワー
ショップ＆レストラン「紀尾井テラス」:1～4階
「紀尾井カンファレンス」:4階
オフィス:5～28階
「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」:30～36階
－「赤坂プリンス クラシックハウス」
－「紀尾井レジデンス」
・ランドスケープデザイン
・パブリックアート作品一覧

～本資料のご使用に際してのお願い～
※ 本資料は事業情報及び企業情報とともに、オープンデータや文献・書籍、ウェブサイトなど2次情報を収集した
参考資料集です。
※ 本資料内の情報や画像、グラフにつきましては、使用承諾が必要なものがございますので、無断転載など
されませんようご理解・ご協力のほど、お願い申しあげます。

1

グランドプリンスホテル赤坂跡地開発計画について
事業概要・開発経緯
「みどりと歴史に抱かれた国際色豊かな複合市街地」を目指す
本事業では、2011年3月に営業を終了したグランドプリンスホテル赤坂跡地において、東京都の指定
有形文化財である旧李王家東京邸(旧グランドプリンスホテル赤坂 旧館)を保存、復原しつつ、
オフィス・ホテル・商業施設・カンファレンスからなる「紀尾井タワー」と賃貸住宅である「紀尾井レジデンス」
の2棟を建設します。
本計画地は、1998年3月に策定された「千代田区都市計画マスタープラン」*を基に、2011年8月に
「紀尾井町南地区 地区計画」の都市計画として決定されました。計画地は30,000㎡を超える広い
面積であり、その地上の大部分を緑化することで、弁慶濠から清水谷公園に繋がる広大な緑の空間を
生み出すことが可能です。また、東京都有形文化財に指定された旧李王家東京邸(旧グランドプリンス
ホテル赤坂 旧館)を復原・利活用することで、歴史的資源の継承 および文化的価値の保存にも貢献
します。
【開発のコンセプト】
本計画は、ホテル、オフィス、住宅などのお客さまのために「ホスピタリティ」あふれるサービスを提供し、
何度でも足を運んでいただけるような、また、長期的にご利用いただけるサスティナブル(持続可能)な
魅力溢れる複合施設を目指します。「環境」「防災」「施設スペック」の充実をはかり、快適なオフィス、
良質なサービスのホテル、魅力ある商業施設、利便性の高い住宅などを提供し、紀尾井町ならではの
新たな付加価値を創造します。
*「千代田区都市計画マスタープラン」
“歴史に育まれた豊かな都心環境を次世代へ継承し、世界の人に愛されるまち、千代田”をまちづくりの
基本理念とし、“都心を楽しみ、心豊かに住まうまち”、“都心に培われた魅力を高め、共に未来へ歩む
まち”の実現を目指し住民・企業・行政の協力によるまちづくりを進めるために、概ね20年後を展望し、
都市計画法に基づき策定された指針。

計画地位置図

外観 (プリンス通り側より)
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東京ガーデンテラス紀尾井町について
施設概要
街の記憶を未来につなぐ次世代型おもてなし空間
「東京ガーデンテラス紀尾井町」は、地上36階、地下2階建て、オフィス・ホテル・商業施設・カンファレンスを
備える「紀尾井タワー」と地上21階、地下2階の135戸の賃貸住宅を有する「紀尾井レジデンス」、街の
シンボルとして、東京都の指定有形文化財である旧李王家東京邸(旧グランドプリンスホテル赤坂 旧館)
を保存、復原しつつ、新たな機能を備えた「赤坂プリンス クラシックハウス」からなる、新旧が融合する複合
市街地です。「東京ガーデンテラス紀尾井町」というネーミングは、国際都市である「東京」をダイレクトに表現
し、かつ、紀尾井町の由来にもなった、かつて紀伊徳川家、尾張徳川家、彦根井伊家が屋敷を構えた
由緒ある本事業地域の豊かな自然環境、文化や人々の交流、積み重なった歴史など本事業を象徴する
立地特性をわかりやすく表現したものです。

「東京ガーデンテラス紀尾井町」ロゴマーク
家紋を感じさせるデザインには、3つの要素が込められています。上部は 豊かな自然を象徴する緑の葉を、
左部は文化や人々が交差し、赤く熟した様を、右部はお濠の水面と積み重なった歴史をそれぞれ表現
しています。また、3つの要素は、かつて「紀伊徳川家」、「尾張徳川家」、「彦根井伊家」の屋敷がおかれた
ことに由来を持つ「紀尾井町」の歴史も象徴しています。

キーメッセージ 「品と、格と、未来と。」
江戸大名屋敷(紀伊徳川家・尾張徳川家・彦根井伊家)に由来する由緒正しい歴史と、国際都市
東京の中心という顔を持つ「東京 紀尾井町」。世代も国境も越えて人々が集う、四季が移ろう自然豊かな

庭園。そして、弁慶濠沿いに広がる先進の施設群。すべてが調和した空間、それが「東京ガーデンテラス
紀尾井町」です。歴史がもたらす品格と。未来へ向かう広い視野と。訪れ、働き、暮らす一人ひとりを包む、
穏やかな空気と。それらが合わさることで生まれる新しい価値を、私たちは東京の中心から、皆さまに
お届けしてまいります。
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東京ガーデンテラス紀尾井町について
施設概要
洗練さと歴史、風格を兼ね備えた外観デザイン
建築(外装)デザインは、アメリカのコーン・ペダーセン・フォックス・アソシエイツ(Kohn Pedersen Fox
Associates,略称KPF)がデザイン。2つのタワーは、伝統的モチーフの重箱をイメージさせる直線的で
凛々しい建物としてデザインされています。その中で、オフィス・ホテル棟「紀尾井タワー」は白い御影石とガラス
カーテンウォールによる外壁で、かつてのグランドプリンスホテル赤坂新館を想起させる軽やかなデザイン、
住宅棟「紀尾井レジデンス」はブロンズ調の色彩で暖かなデザインとなるよう計画しています。
また、低層階の商業店舗は、重厚で温かみのある表現とし、弁慶濠の景観に溶け込むデザインとするなど、
「みどりと歴史に抱かれた国際色豊かな複合市街地」を目指すべく、自然と歴史に調和する紀尾井町に
相応しい、洗練さと歴史、風格を兼ね備えた建築(外装)デザインとなるよう配慮しています。

DATA
所有者

株式会社西武プロパティーズ

所在地

東京都千代田区紀尾井町1-2 他

敷地面積

約30,400㎡

延床面積

約227,200㎡

主用途内訳

【紀尾井タワー】
オフィス 約110,000㎡
ホテル 約28,700㎡
カンファレンス 約1,100㎡
ショップ＆レストラン 約10,800㎡
【紀尾井レジデンス】
住宅 約25,700㎡
【赤坂プリンス クラシックハウス】
バンケット他 約2,600㎡

設計・監理

株式会社日建設計

外装デザイン

Kohn Pedersen Fox Associates P.C.

総事業費

約1,040億円

工期

2013年1月新築工事着工
2016年5月新築工事竣工

グランドオープン

2016年7月27日
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施設紹介：ショップ＆レストラン 「紀尾井テラス」 （紀尾井タワー 1～4階）
集い、行き交う、すべての人に至福の時間を提供する 新・紀尾井町のおもてなし空間
約18mの高低差がある2つの通りに挟まれた立地を活かし、それぞれに異なるコンセプトを持たせた4つの
“おもてなし”フロアで構成される新しい商業ゾーン。多くのお客さまにとって、「東京ガーデンテラス紀尾井
町」のエントランスとなる商業ゾーンはお客さま一人ひとりのニーズや思いに応え、満ち足りた気持ち、
至福の時間の提供をめざします。また、豊かな緑地に隣接する広場やオープンカフェ、紀尾井町の格調と
優雅さを持たせた店舗群は、豊かな感性と国際性を備えたビジネスパーソンや近隣にお住まいの方、
感度の高い来訪者が、さまざまな目的で何度でも訪れたくなる、新しい紀尾井町の上質なおもてなし
空間を創出します。「紀尾井テラス」は、7月27日(水)の「東京ガーデンテラス紀尾井町」のグランド
オープンに先立ち、カフェやカジュアルダイニングなど、オフィスサポートを中心とする店舗が集積した1階・
2階を5月10日(火)に開業いたしました。また、特別な日や大事なお客さまとの会食に加え、パーティー
需要にもお応えする店舗を集積した３階・4階を7月27日(水)に開業しました。

「紀尾井テラス」 １階エントランス

DATA
所在地
開業日
店舗数

店舗面積
アクセス
営業時間

東京都千代田区紀尾井町１－３
1階・2階 ５月１０日(火) ／ 3階・4階 ７月２７日(水)
３３店舗
１階：弁慶濠テラス
８店舗
２階：小左衛門テラス
１０店舗
３階：達磨坂テラス
１２店舗
４階：御門テラス
３店舗
約10,800㎡
東京メトロ「永田町駅」直結 「赤坂見附駅」より徒歩１分
店舗により異なる
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「紀尾井テラス」 フロア構成
１階：弁慶濠(べんけいぼり)テラス ～華やかなおもてなし～
赤坂見附方面からの玄関口、紀尾井テラスの顔となる1階に
は、テラス付きのオールデイダイニング「ガーブ セントラル」や食の
セレクトショップなどが揃い、朝から夜まで豊かな時間をお過ごし
いただける華やかなゾーンを展開いたします。また、和菓子の
名店「叶 匠壽庵」や、ホテルなどをご利用のお客さまからのご要望も
多いフラワーショップも揃え、幅広いお客さまに対応いたします。
1階弁慶濠テラス
◇ディーン＆デルーカ（カフェ）
食のセレクトショップDEAN ＆ DELUCAのカフェ。
バリスタが一杯一杯丁寧に淹れるコーヒーや焼き立てのベーカリー、
作りたてのサンドウィッチなどこだわりのメニューが揃います。

◇ガーブ セントラル（レストラン＆バー）
１階エントランスを飾る１１０席のレストラン＆バー。
シンプル・モダンな寛ぎ感あふれる空間でイタリアン、フレンチ、スパニッ
シュをベースとした季節素材を活かした料理やワインと共に過ごす
「とっておき」の時間を提供します。

２階：小左衛門(こざえもん)テラス ～日々のちいさなおもてなし～
東京メトロ「永田町駅」と直結する2階は、主にオフィスワーカー
のご利用に向けたゾーンとしてカフェやレストラン、カフェを併設

した「ファミマ！！」などの店舗が揃います。また、夜には気軽に
お食事やお酒が楽しめる本格エスニック料理の「アジアンビストロ
Dai」やコミュニケーションの場としてご利用いただける開放的な
空間をご提供いたします。

2階小左衛門テラス

◇アジアンビストロ Dai（ビストロ）
アジア各国の本格エスニック料理を中心に、ビール・ワインに合う
小皿料理から、和牛のステーキ、フォアグラなどのグリル料理まで
楽しめるレストランです。

◇【関東初】ウォーターグリルキッチン（オイスターバー）
海洋深層水で浄化された牡蠣と、鮮魚や貝類、野菜を旬の時期に
合わせてご提供します。安全・安心な牡蠣とシーフードをメインに、
さまざまな調理法でお楽しみいただけます。
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「紀尾井テラス」 フロア構成
３階：達磨坂(だるまざか)テラス ～色とりどりのおもてなし～
3階には、特別なお客さまとのお食事や接待、記念日などに
ご利用いただける、香港・広東料理をベースにしたモダンチャイ
ニーズの「ザ シノワ テイスト オブ カントン」や、ワインもお楽しみ
いただける焼鳥専門店「赤坂鳥幸」など、和・洋・中の名店を
揃え、上質な空間を提供いたします。周辺には国の重要施設や
文化施設、大学などがあることから、国際都市「東京」の“核”と
なる紀尾井町ならではのスペシャリティーなフロアを展開し、記憶 3階達磨坂テラス(イメージ)
に残る、豊かな時間をお過ごしいただけます。
◇【新業態】ル・ファヴォリ（フレンチ）
「日本の四季を食す ～フレンチのおもてなし～」をテーマにしたフレンチ
レストラン。上質な日本の四季の食材を現代的にアレンジしたトラディ
ショナルフレンチ。

◇神楽坂 翔山亭（焼肉）
料亭でおくつろぎいただくように、コースで「料理」としての焼肉をご堪能
いただけます。和牛一頭焼肉メニューに加え、副菜豊かなコース料理
をお楽しみください。

４階：御門(ごもん)テラス ～優雅なおもてなし～
「赤坂プリンス クラシックハウス」の前に佇み、四季の移ろいを
感じられるガーデンの中に店舗が点在する4階には、パーティー
需要にも対応可能なテラス付きの大型レストラン「ノマドグリル・
ラウンジ」やパティスリー「ラ・プレシューズ」などの店舗がならび、
アニバーサリーにも相応しいひとときをお過ごし いただけます。
4階御門テラス(イメージ)
◇ラ・プレシューズ（パティスリー）
和栗のモンブランなど、素材の風味を生かし季節感を大切に作られた
ケーキをご提供いたします。テラスでは、季節を感じながらゆったりと
したひと時をお過ごしいただけ、またギフトにも最適な焼き菓子なども
取り揃えております。ベーカリーもございますので、モーニングやランチ
にもぜひご利用ください。

◇【新業態】ノマドグリル・ラウンジ（グリルレストラン）
四季折々の表情を見せる日本。その季節の旬の野菜、魚介に牛肉
やラムなどの食材の良さを一皿に表現したモダンチョップハウス。
開放的なテラスに連なるダイニングと都内最大級のルーフトップラウンジに
日夜、人が集うインターナショナルレストラン。
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「紀尾井テラス」出店店舗一覧
■２０１６年５月１０日 開業分 1階・2階
フロア

店舗名

運営会社

業態

詳細情報

1

ディーン&デルーカ

(株)ディーンアンドデルーカジャパン

カフェ

食のセレクトショップDEAN & DELUCAのカフェ。バリスタが一杯一杯丁寧に淹れるコーヒー
や、焼きたてのベーカリー、作りたてのサンドウィッチなどこだわりメニューが揃います。
広々としたカフェスペースも完備し、ゆったりくつろいでいただける空間をご用意しています。

2

かのうしょうじゅあん

叶 匠壽庵

(株)叶 匠壽庵

和菓子

琵琶湖から唯一流れ出る瀬田川のほとり、六万三千坪の丘陵地にある叶 匠壽庵本社
「寿長生の郷（すないのさと）」では、梅や柚子などを植え、農工ひとつの菓子づくりを目指して
います。私たちは、素材を自らの手で育て、草花や風を感じながら感性を磨き、菓子に活かし
ます。最上の品を選び、つくり手の心が伝わる創作菓子をお届けします。

3

東京ガーデンテラス紀尾井町 歯科

医療法人社団 白翔会

歯科クリニック

最新歯科CT・国際基準で厳選した設備による総合歯科診療。お一人おひとりの不安や痛み
を理解し、治療方法をわかりやすく説明。
ライフスタイルごとの治療計画をご提案いたします。カフェスタイルの待合室でおくつろぎいた
だけます。初診・急患のご予約・ご相談もお気軽にお問い合わせください。

タイムズカー レンタル

タイムズモビリティネットワークス(株) レンタカー

ビジネス・レジャーなど幅広くご利用いただけるよう、多彩な車種を取り揃えております。
プレミアムカーレンタル「ServiceX」、カーシェア会員入会受付など当社ならではのサービスも
ご用意。皆さまのご来店をお待ちしております。

5

ガーブセントラル

(株)バルニバービ

レストラン&バー

「東京ガーデンテラス紀尾井町」の正面、１階エントランスを飾る110席のレストラン＆バー。
風を感じる開放感あふれるテラス、シーンに合わせて使えるオールデイダイニングやキッチン
を目の前にしたカウンターでは気軽に一杯。シンプル・モダンな寛ぎ感あふれる空間でイタリ
アン、フレンチ、スパニッシュをベースとした季節素材を活かした料理やワインと共に過ごす
とっておきの時間を提供します。

6

ベルアメール

ジェイ・ワークス(株)

チョコレート

『ベルアメールが目指したもの それは、日本に合うショコラ。』香り、口溶け、コクはショコラの
”いのち”。ショコラ専門のアトリエで丁寧に作りあげた品々をお届けいたします。

7

レ ・ミルフォイユ・ ドゥ・リベルテ

(株)リベルテ

フラワー

花の持つ自由な動きを活かしたアレンジメントやインテリアグリーン、直輸入のフラワー雑貨
などをご用意しています。

8

アメリカンファーマシー

(株)トモズ

ドラッグ・調剤

半世紀以上の歴史を持つアメリカンファーマシー。医薬品やサプリメント、化粧品などの他、
輸入雑貨や菓子、文具などを揃えています。また、調剤薬局も併設し、「かかりつけ薬局」とし
て処方箋の受付も行っております。

9

ファミマ！！

(株)ファミリーマート

ＣＶＳ

おしゃれなカフェとのコラボ出店になります。
コンビニエンスストアの利便性に加えて「遊び心」、「ほっとできる空間」を演出し、木目調の落
ち着いた店舗イメージとしています。

10

ウォーターグリルキッチン

(株)ヒューマンウェブ

オイスターバー

海洋深層水で浄化された牡蠣と、鮮魚や貝類、野菜を旬の時期に合わせてご提供します。
安全・安心な牡蠣とシーフードをメインに、様々な調理法でお楽しみいただけます。

11

アジアンビストロ Dai

(株)プレジャーカンパニー

ビストロ

アジア各国の本格エスニック料理を中心に、ビール・ワインに合う小皿料理から、和牛の
ステーキ、フォアグラなどのグリル料理まで楽しめるレストランです。

12

スターバックスコーヒー

スターバックスコーヒージャパン(株)

カフェ

高品質のアラビカ種コーヒー豆から抽出したエスプレッソがベースのバラエティ豊かな
エスプレッソドリンクをはじめ、ペストリー、サンドイッチをお楽しみいただけます。

13

コーヒービーン＆ティーリーフ

L.A.Style(株)

カフェ

ロサンゼルス発、アメリカ最古のコーヒーチェーン。
契約農家から直接調達したシングルオリジンを中心とする最高級アラビカ種100％コーヒー豆
を使用し、それぞれの豆の特徴にあわせて自社焙煎しています。
またコーヒーだけでなくティーも豊富に展開しており、トップ2リーフのみを手摘みした高品質茶
葉を使用しています。

14

エリックサウス

(株)円相フードサービス

南インドカレー＆バル

南インドのカレーとスパイス料理の専門店です。南インドならではのカレー定食「ミールス」
や、スパイシーなお米料理「ビリヤニ」など本場の味わいをお楽しみください。夜はスパイスバ
ルとしてもお使いいただけます。

15

チャイナ ダイニング サクラ

(株)赤坂維新號

中華

上海中華をメインとした維新號の新業態となるダイニングバーレストランです。 本格的な中
華をリーズナブルにアレンジした新メニューや、季節の食材を気軽に様々なドリンクとお楽しみ
頂けます。くつろげるモダンな空間で、新感覚の中華をご堪能下さい。

16

魚河岸千両紀尾井町

(株)虎杖東京

和食

築地や各産地から仕入れた旬の魚を楽しめる海鮮創作料理店。料理人がその日におすすめ
する魚介を、刺身や焼きもの、煮付けなどお好みの食べ方で楽しめます。
気軽に使える空間で旬とお酒をご堪能ください。

17

小石川

(株)虎杖東京

そば・和食

国産石挽そば粉を使った香り豊かな蕎麦をつけそばスタイルで。 気軽な雰囲気のなか、厳
選素材が楽しめるそば居酒屋。昼は蕎麦や定番の定食、夜は日本酒と肴、旬の素材がたっ
ぷりの「鍋料理」をご用意しております。

18

成城石井

(株)成城石井

スーパーマーケット

「世界の食品を世界の街角の価格で」をコンセプトに、バイヤーが国内はもとより世界中から
厳選した“おいしいもの”を豊富に取り揃えております。

4

1階
弁慶濠
テラス

2階
小左衛門
テラス

8

特徴

関東初出店

新業態

新業態

「紀尾井テラス」出店店舗一覧
■２０１６年７月２７日 開業分 3階・4階
フロア

店舗名

運営会社

業態

詳細情報

特徴
新業態

19

ザ シノワ テイスト オブ カントン

パラダイスダイナシティ(株)

モダンチャイニーズ

香港・広東料理をベースにした、華麗なる新モダンチャイニーズ。高級食材アワビを使った料
理が充実。「高級」や「贅沢」といった言葉の先にある、本物の美味しさを追求します。

20

カンティコ / インカンティーナ

ユニモマネジメント(株)

イタリアン

イタリア全土に根付く大地の香りがする郷土料理をイタリア本国のソムリエ協会認定プロフェッ
ショナル資格を持つオーナーソムリエ、竹石航が厳選したワインで魅了するリストランテ。ワイ
ンバーとしての使い勝手も人気。

21

ル・ファヴォリ

(株)ディスクシティエンタテインメント

フレンチ

日本の四季を食す～フレンチのおもてなし～
上質な日本の四季の食材を現代的にアレンジしたトラディショナルフレンチ。
「FAVORI」とは、フランス語の「お気に入り」を意味し、ご来店のたびに新鮮な驚きと居心地の
良さを感じていただける様、おもてなしを大切にいたします。

22

東京紀尾井町クリニック
※開業時期未定

医療法人みなとみらい 他

クリニック

内科全般をはじめ、オフィスで働く方々のメンタルサポートを担うクリニックとして、婦人科・精
神科・神経科の併設も検討しております。
また、専門外来としては、睡眠時無呼吸症候群や糖尿病といった生活習慣病の専門医をそ
ろえ、適切な食事や運動のアドバイスとともに、患者さまの個々の病態に適した治療法を選
択してまいります。

新業態
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ま

万ん卯

㈱西武プロパティーズ

和食・おでん

おでんを至高の煮物に仕立てた祖として親しまれた万ん卯は、さらに料理の幅をひろげるべく
本格会席料理の一品を取り入れました。料理全体の完成度を高め、これが旨いおでん料理
関東初出店
だといわれる味を目指しています。季節の素材を活かしたおでん。全国の地酒も取り揃えて
います。

24

赤坂鳥幸

東京レストランツファクトリー(株)

焼鳥

大人の雰囲気を楽しめるカウンター席を中心に、接待でもお使いいただける焼鳥専門店で
す。職人が１本ずつ丹精込めて焼きあげる至極の串は、基本的な部位はもちろん、多彩な種
類を取りそろえ、“稀少な変わり種”も充実しております。
ワインにもこだわっており、串に合う、お客さまに合ったワインをソムリエがご提案いたします。
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割烹天ぷら 紀尾井町 ささ樹

(株)アルブル

天ぷら・和食

割烹店が揚げるひと味違う天ぷらを取り入れた新しい会席の店。前菜・お造り・煮物などに、
旬の食材を天ぷらにして一つの献立を完成させます。たとえば「伊勢海老と若狭ぐじ」の組み
合わせや、「とらふぐと白子」の天ぷら。夏なら鱧の天ぷらを梅塩で提供、食事は手打ち蕎麦
など。会席料理もお勧めです。
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銀座 㐂いち

マクスダイニング(株)

割烹小料理

繊細な和の心で手間と技をかけた料理は、全ておいしいとお客さまからお褒めの言葉をいた
だき、特に〆のラーメンは皆さまにお喜びいただいています。
メニューは大皿料理中心で魚・肉・野菜をバランス良くご提供しております。
心温まるおいしい料理とホッと落ち着く店づくりで皆さまのお越しをお待ちしております。
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エル フエゴ デル トロ

(株)ＦＬＳコーポレーション

スペイン料理

スペインの最新トレンドと伝統的な重厚感が融合する店内で食す、まったく新しいガストロノ
ミー。メインはスペインから直送の炭焼きオーブン『Josper』を使った炭火焼き料理。
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神楽坂 翔山亭

(株)翔山亭

焼肉

料亭でおくつろぎいただくように、コースで「料理としての焼肉」をご堪能いただけます。和牛
一頭焼肉メニューに加え、副菜豊かなコース料理をお愉しみください。
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紀尾井町 三谷

(株)三谷

寿司

世界一予約がとれないと言われるほど予約が困難な四谷で人気の鮨店。素材の素晴らしさ
は申し分なく独創性もあり、日本酒だけでなく、ワインとのマリアージュも考慮されたお任せ
コースで構成される。
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人形町今半

(株)人形町今半

すき焼・しゃぶしゃぶ

明治二十八年、東京本所に牛鍋屋として創業して以来、日本屈指の目利きが厳選した黒毛
和牛を四季折々の厳選したお料理と共にご用意しております。ご会食やお祝いの席、ご接待
の場にもご利用いただきたく、最適な個室をご用意しております。ゆったりとした店内で、寛ぎ
のひと時をお過しください。
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ヒアカアヴェダ

(有)ロニオン

美容室

Heaka AVEDAは、「ピュアな花と植物エッセンスから生まれた美と科学」を実践する、天然植
物成分をベースとしたアヴェダの基本概念をまっすぐに受け継いだコンセプトサロンです。
時代の空気を読み取るヘアスタイルの提供はもちろん、「お客さま一人ひとりが、日々の疲れ
を癒し心地よさを感じていただける時間と空間でありたい」との想いを胸に、おもてなしのサー
ビスをご提供いたします。

ノマドグリル・ラウンジ

(株)EDGE

グリルレストラン

四季折々の表情を見せる日本、その季節の旬の野菜、魚介に牛肉やラムなどの食材の良さ
を一皿に表現したモダンチョップハウス。開放的なテラスに連なるダイニングと都内最大級の
ルーフトップバーラウンジに日夜人が集うインターナショナルレストラン。

ラ・プレシューズ

(有)ペシェ・ミニョン

パティスリー

和栗のモンブランなど、素材の風味を生かし季節感を大切に作られたケーキをご提供いたしま
す。テラス席もございますので、季節を感じながらゆったりとしたひと時をお過ごしいただけま
す。また、ギフトにも最適な焼き菓子なども取り揃えております。
ベーカリーもございますので、モーニングやランチにもぜひご利用ください。

ん

う

3階
達磨坂
テラス

32

33

き

4階
御門
テラス

9

初出店

新業態

新業態

施設紹介： 「紀尾井カンファレンス」 （紀尾井タワー 4階）
多様なニーズに応える、快適なカンファレンス
全体で約1,100㎡のカンファレンスルームは、都内の主要な駅まで15分以内で移動可能な好立地に、
さまざまな利用スタイル(ターゲット)に対応したバリエーションのある会議室をラインアップ。会議に適した30
～50㎡の小会議室、企業研修や会社説明会に適した110～240㎡の中会議室、セミナー、講演会等
に適した最大470㎡の大会議室を備えます。また、カンファレンス専門スタッフによるサポートサービスを
実施し、貸室の提供だけにとどまらない、ニーズに合わせた最適な設備と上質なサービスを提供します。

メインルーム

サクラルーム

ロビー
使用形態

床面積(㎡)

天井高(ｍ)
スクール(名)

メインルーム A

117.79

メインルーム Ｂ

118.26

シアター(名)

84
156

メインルーム Ｃ

3.9

118.3

84

252

372(縦)
303(横)

メインルーム Ｄ

117.55

セミナールーム Ａ

106.58

セミナールーム Ｂ

126.54

84

96

336

469(縦)
388(横)

102
36

300

78

28

51
36

80
120

63

島組

36

204
96

63
230

ブース

51

96

156

立食(名)

36
204

84
470

コの字(名)

96

36
162

96

48

140

48

140

36

3.9/3.2
セミナールーム Ｃ

121.69

セミナールーム Ｄ

121.69

63
240

100
135

63

36
180

100

36

サクラルーム

56

3.9/3.2

20

テラスルーム

55

3.9/3.2

10

ミーティングルーム

33

3.9/3.2

8

控室 １

24

3

8

控室 ２

21

3

6

DATA
所在地 東京都千代田区紀尾井町１－4
開業日 2016年７月1日
営業日 無休(12月29日～1月3日を除く)
※ 運営は株式会社西武プロパティーズと日本コン
ベンションサービス株式会社が共同でおこないます。
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施設紹介：オフィス （紀尾井タワー 5～28階）
充実した「環境」、「防災」、「設備スペック」を備える 国内最高ランクのオフィスフロア
東京のビジネスエリアの中心に位置しながら、日本の四季を感じられる豊かな緑と、歴史を感じることの
できる「千代田区 紀尾井町」。街の顔となる、気品と風格を兼ね備えた紀尾井タワー内の5～28階を
占めるオフィスフロアは、ワンフロア1000坪超、大スパン18m×20mの開放的な空間を実現。南北面
は全面ガラスとし、ワイドレンジのビューを確保しながら、東西面には、一部に日差しを遮る石パネルを、
そして全面に通常のガラスに比べ断熱性の高いLow-e複層ガラスを採用し、環境負荷の低減をはかる
など、機能的でありながら、環境にも配慮したさまざまな設備を採用しています。さらに、優れた制振構造と、
強固な地盤、安心の72時間非常時電源供給で、入居企業のBCP(事業継続計画)を強力にサポート
します。

オフィスフロア

オフィスロビー

◎国土交通省の基準 最高グレードを誇る 安全・安心構造
柱の一部に、内部に高強度コンクリートを充填した「CFT柱」を採用し、
剛性・耐力を確保しながら、コア部に中心的には、鋼版耐震壁や粘性
体制振ブレースなどの制振部材を配置し、高い耐震性能を確保。
さらに、「東京層」のさらに深部に位置する、およそ70万年前以前に
堆積した強固な「上総（かずさ）層群」を支持地盤としているため、
地盤沈下や液状化の発生確率も極めて小さい地盤です。
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施設紹介：オフィス（紀尾井タワー 5～28階）
◎国内トップクラスの環境配慮型ビル
通常のガラスに比べ断熱性の高いLow-e複層ガラスや太陽光入射角
に応じてスラット確度が変化し、直射日光をカットする太陽光追尾型
ブラインドなど、さまざまな省エネルギー設備を採用した環境負荷
低減の建物。また、敷地の既存樹木を保存しながら新たな緑を
整備し、地球環境へも配慮することで、環境性能評価CASBEE*
の最高グレードであるSランクを目指します。
* 建築環境総合性能評価システム。省エネルギーや環境負荷の少ない
資機材の使用といった環境配慮のほか、室内の快適性や景観への配慮
なども含めた建物の品質を総合的に評価し、5段階のランクが付与される。

DATA
所在地

東京都千代田区紀尾井町１－3

設置階

5階～28階

基準階面積

4,209m²～4,498m²

天井高

基準階一般部 2.8m 特殊階一般部 3.0m

床荷重

基準階一般部 500kg/m²(ヘビーデューティーゾーン:1,000kg/m²)

コンセント容量

60VA/m²

エレベーター

高層・低層各2系統4バンクのダブルデッキエレベーター
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施設紹介：「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」 （紀尾井タワー 30～36階）
お客さまに合わせた、きめ細やかで上質なサービスで新しい魅力と感動を提供する
最上級のプリンスホテル
「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」は、高層から広がる眺望と内装が一体感を生むデザインで、美術

館(＝Gallery)にいるような雰囲気や高揚感を味わっていただける、最上級のプリンスホテルです。インテリ
アデザインは、ホスピタリティー、商業、文化、エンターテインメント産業において、世界的に有名なデザイン
会社 ロックウェルグループヨーロッパが日本のホテルとしては初めて手掛け、機能性と快適性を追求した
250室の客室、日本文化の魅力を堪能できるコンテンポラリーな和食レストラン、オールデイダイニングの
ほか、特徴の異なる2つのバー、ラウンジ、SPA＆フィットネスなどを備えます。サービス面ではITを活用し、
お客さまの“好み”などを収集・蓄積・共有を強化することでシームレスなサービスの提供を実現し、「ONで
もOFFでも24時間 お客さまのペースでお過ごしいただけるホテル」を目指します。
さらに、東京・紀尾井町の街の魅力を広く発信し、世界
規模で愛されるホテルを目指し、北米や欧州を中心に多く
の会員顧客を有するスターウッドと提携し、ラグジュアリー
カテゴリー「ラグジュアリーコレクション」へ加盟しています。

「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」ロゴ

DATA
所在地
名称
運営会社
延床面積
施設
客室タイプ

東京都千代田区紀尾井町１－2
ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町
株式会社プリンスホテル
31,700㎡
客室（250室）、レストラン・バー（4施設）、スパ＆フィットネス
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施設紹介：「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」（紀尾井タワー 30～36階）
【施設概要】
レセプション：36階
来館された全てのお客さまに素晴らしい眺望でアライバルエクスピアリエンス(ご到着時の感動)を味わって
いただけるよう、レセプションは最上階に設置し、宿泊客専用のロビーラウンジも設けます。
スカイロビー：35階
ホテルの象徴ともいえる2フロア吹き抜けのロビー。36階
のフロントと階段で結ぶことで、お客さまの足が自然と
向くようにいたしました。2フロア分の天井から床までと
圧倒的なスケール感のガラス窓からは刻一刻と姿を

変える都心の景色を万華鏡のようにお楽しみいただ
け ま す 。 ま た 、 Sky Gallery Lounge Levita も
併設します。
スカイロビー内 Sky Gallery Lounge Levita

客室：30階～36階
総客室数250室。プリンスホテルが運営する都内のホテルでは最も少ない客室数です。周囲を額縁の
ように演出し一枚の絵のように見せる大窓には浮揚感を感じていただけるようデイベッドを設置(一部
客室)。さらに壁と一体化させ浮いているように感じさせるデスクや棚、入浴中も景色が楽しめるよう
スイッチ一つで透明になるバスルームの曇りガラスなど、デザインコンセプト「Levitation(浮揚感)」、
「Framed Kaleidoscopic view(額縁で切り取られた万華鏡のような景色)」を反映した芸術性の
高い空間がご滞在を演出します。客室は「スイート」「グランドデラックス」「クラブフロア」「デラックス」の4カテ
ゴリーに分類。「スイート」「グランドデラックス」「クラブフロア」カテゴリーの客室にお泊りのお客さまは34階の
クラブラウンジをご利用いただけます。クラブラウンジでは専用のレセプションを備えるほか、時間帯によって
朝食や喫茶、カクテルなどをお楽しみいただけます。

デラックスキング

ザ・プリンスギャラリー スイート
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施設紹介：紀尾井タワー 30～36階 「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」
レストラン、バー：35階・36階
・WASHOKU 蒼天 SOUTEN(35階)
コンテンポラリーなインテリアデザインの空間で、これまでの和食にスタイルに捉われない、新感覚の
「WASHOKU」を提供します。
営業時間：ランチ 11:30A.M.～3:30P.M.(L.O.2:30P.M.)
ディナー 5:30P.M.～10:00P.M.(L.O.9:30P.M.)
席

数：108席 (ダイニングエリア、SAKEバー、鉄板焼カウンター、寿司カウンター、個室3室を含む)

・All-Day Dining Oasis Garden(36階)

ホテルの最上階に位置し、グリーンアートが配された「空
中庭園」のような安らぎの空間でイタリアンテイストの洋食
をお楽しみいただけます。
営業時間：朝食

6:30A.M.～10:00A.M.

喫茶

10:00A.M.～11:30A.M.
3:30P.M.～5:30P.M.

ランチ

11:30A.M.～
3:30P.M.(L.O.2:30P.M.)

WASHOKU 蒼天 SOUTEN

ディナー 5:30P.M.～11:00P.M.
(L.O.10:30P.M.)
席

数：108席

・ Sky Gallery Lounge Levita(35階)
スカイロビー内に設置され、昼はラウンジ、夜はカクテル
バーとして営業します。滝をイメージしたグラスアートで
彩った2フロアの吹き抜けと大窓が生み出す圧倒的な
までの眺望と解放感により、空の芸術をご堪能いただ
けます。

All-Day Dining Oasis Garden

営業時間：喫茶
11:00A.M.～5:00P.M.
バータイム 5:00P.M.～1:00A.M.
(L.O.0:30A.M.)
席

数：39席

・THE BAR illumiid(35階)
4つのレストラン・バーの中で唯一窓が無く、外の風景と
遮断された空間。個室も用意しており、よりプライベー
トな空間と時間を提供します。
営業時間：5:00P.M.～12:00MID

THE BAR illumiid

(L.O.11:30P.M.)
席

数：30席(個室1室含む)
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施設紹介：紀尾井タワー 30～36階 「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」
スパ&フィットネスエリア：30階
「SPA & FITNESS KIOI」
地上約140mの高層階からの眺望が望める空間の中、スイミングやフィットネス、温浴施設などを
ご利用いただけます。
「スパ＆トリートメントエリア」はスイス・モントルーを拠点とするコスメブランド「SWISS PERFECTION」に
よる国内初の直営サロン「スイス・パーフェクション スパ KIOI」として、スイス本国のメソッドを忠実に再現

した、質の高いトリートメントを提供いたします。
・ジムエリア
ランニングマシン、バイク、各種筋力トレーニングマシンなどには、イタリア製高級ブランド「テクノジム」の
最高級マシンを多数導入しております。
営業時間：24時間 ※係員は常駐しておりません。
設

備：有酸素マシン11台、ウエイトマシン6台、フリーウエイト、体組成計など

・プールエリア
天井の約半分が天窓（サンルーフ）となっており、自然光が差し込む明るい雰囲気を演出いたします。

営業時間：6：30A.M.～10：00P.M.（最終来場受付9：30P.M.）
設

備：プール（20ｍ×6ｍ※３コース）、深さ1.2ｍ、ジェットバス

・バスエリア
女性用のお風呂には血行を促す効果のある炭酸泉を採用いたします。
営業時間：6：30Ａ.Ｍ.～10：00P.M.（最終来場受付9：30P.M.）
設

備：〈男女共通〉 温冷水風呂、ロッカー、リラクゼーションエリア
〈男性用〉ドライサウナ 〈女性用〉 スチームサウナ

・スパ＆トリートメントエリア「スイス・パーフェクション スパ KIOI」
スイス・パーフェクションは、長年にわたる細胞研究のノウハウを結集して完成させた植物性セルラー
化粧品で、ベストメディカルスパとして有名なスイスのエイジングケア施設や、世界の５つ星ホテルで採用
されるこのブランドは多くのセレブリティを魅了し続けております。
営業時間：10：00Ａ.Ｍ.～10：00Ｐ.Ｍ.
設

備：リラクゼーションラウンジ（2ヵ所）、トリートメントルーム（5室）

・ロッカー＆リラクゼーションエリア（ジェントルメンズ／レディース）
男女ともにロッカー、休憩用のリラクゼーションラウンジをご利用いただけます。

プールエリア

トリートメントルーム
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施設紹介：「赤坂プリンス クラシックハウス」
街の歴史を今に伝える 「東京ガーデンテラス紀尾井町」全体を象徴する重要なシンボル
「グランドプリンスホテル赤坂 旧館」として親しまれた、美しいチューダー様式*を基調とした洋館「旧李王
家東京邸」は1930年に旧宮内省内匠寮の工務課長として活躍した北村耕造と、技師の権藤要吉ら
の設計により建設され、1955年の「赤坂プリンスホテル」開業以来、半世紀の長きにわたり、ホテル、
レストラン、バーやバンケットとして、多くのお客さまにご愛顧いただきました。2011年には東京都指定
有形文化財に指定されています。今回の再開発計画に際しては、文化財としての“保護”と“利活用”を
主軸に置きつつ、建設当時の詳細な資料などを基に照明器具や外壁などの主要部分を当時の状態に
復原、気高く優雅な往時のしつらえを取り戻すと同時に、現代の多様なニーズに応えるため、増築する

バンケットと料飲施設などを備えた「赤坂プリンス クラシックハウス」としてプリンスホテルが営業します。
* チューダー様式とは、イギリスで15世紀末から17世紀初頭にかけて普及した建築様式で、柱、梁、筋交いなどの
骨組を外部に露出したデザインが特徴です。

「紀尾井町」という「街」と「この地における
西武グループの歩み」を体現する不変のランドマーク
「赤坂プリンス クラシックハウス」の名称は、この地におけるプリンス
ホテルの歩みの原点である「赤坂プリンスホテル」に由来しています。
「東京ガーデンテラス紀尾井町」内の新たなホテル名称を、これまで
のプリンスホテルとは一線を画した存在を目指すべく「ザ・プリンス
ギャラリー 東京紀尾井町」としたのに対し、「赤坂プリンス クラ
シックハウス」は、不変の存在として伝統的な名称とすべく定め
ました。赤坂プリンスホテルにはじまる“おもてなし”の精神が現代
まで脈々と受け継がれていることを感じていただける「赤坂プリンス」と、
“歴史”“伝統”“格式”などを想起させる「クラシック」というワードを
組み合わせ、コンセプトである「流行り廃りに左右されない、歴史

赤坂プリンス クラシックハウス 外観

的物語をもったランドマーク」を表現しています。

DATA
所在地
名称
運営会社
延床面積
構造

施設

東京都千代田区紀尾井町１－2
赤坂プリンス クラシックハウス
株式会社プリンスホテル
約2,600㎡
既存部…鉄筋コンクリート造(一部木造)
2階建て塔屋付
増築部(バンケット)…鉄骨鉄筋コンクリート造(一部鉄骨造)
2階建て
レストラン・バー(2施設)、バンケット(※2分割可)、
小部屋(12室)、多目的ホールなど
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施設紹介：「赤坂プリンス クラシックハウス」
【施設概要】
レストラン、バー、カフェ
お客さまに「愛される」、個性的な料飲施設を目指し、異なるコンセプトを掲げたカジュアルフレンチ・カフェ、

バーを用意します。
・La Maison Kioi(既存棟1階)
“賑わいのカジュアルフレンチ”をコンセプトに、ドレスコードなどは設けない気軽さをあわせ持つフレンチ
レストラン。仕事やショッピング帰りのお食事など日常的にご利用いただけます。
営業時間：ランチ

11:00A.M.～L.O.2:30P.M.
※土休日はL.O.3:00P.M.まで

カフェ

11:00A.M.～5:30P.M.

バー・ラウンジ 5:30P.M.～L.O.11:00P.M.
ディナー

5:30P.M.～11:00P.M.

(L.O.10:00P.M.)
席

数：140席(カフェ30席含む)

・Bar Napoleon(既存棟1階)
“赤プリ「ナポレオン」復活”をコンセプトに、多くの赤プリファンに

La Maison Kioi（イメージ）

親しんでいただいてきたクラシックバーが生まれ変わります。
好評だった隠れ家的雰囲気は活かしつつ、新たな時代の
“大人”にも訴求してまいります。
営業時間：6:00P.M.～0:30A.M.(L.O.12:00MID.)
席

数：50席

小部屋

合計12室(1階…2室、2階…10室)の小部屋はレストラン、
バーの個室、ウエディングの際の控室などとして活用します。

Bar Napoleon(イメージ)

多目的ホール
2階に設けられた多目的ホールは、屋内型チャペルや展示会、
期間限定のショップなどさまざまな用途で活用します。
中庭
自然の光と風に包まれた開放感あふれる屋外型チャペルが
設置可能な中庭を整備します。
バンケット
新たに増築する約272㎡のバンケットは2分割が可能で、
着席スタイルでは最大150名までのご会食、パーティー、
披露宴などに対応します。
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バンケット＜着席パーティースタイル＞(イメージ)

施設紹介：「紀尾井レジデンス」
みどりと歴史に抱かれた邸宅
豊かな緑に囲まれ、かつては江戸の大名屋敷が軒を連ねた由緒ある
土地に、洗練さと風格を感じさせるデザインの住宅棟が誕生。
地上21階、地下2階、1LDK～4LDKで総戸数135戸の住宅棟は、
多彩なライフスタイルに対応し、緑に寄り添う良好な環境と、都心の
アーバンビューを楽しむことができます。さらに、フィットネスルーム、貸
会議室などさまざまな共用施設と、毎日の暮らしをサポートする充実の
サービス、安心の免震構造は、都心の邸宅と呼ぶに相応しいハイクオリティ
のレジデンスです。
＜部屋のタイプ＞

「紀尾井レジデンス」 外観

L TYPE 4LDK＋WIC＋SIC
アイランドキッチンを備えた42.3帖のリビングダイニン グは
パーティールームとしても機能するなど、エグゼクティブな空間
を実現する200㎡超えの大型4LDKプラン
C TYPE 3LDK＋WIC＋SIC
25.2帖のリビングダイニングキッチンや12帖のベッドルーム、
豊富な収納スペースなど、ゆとりのある暮らしを実現する

エントランスホール

南西角の明るい3LDKプラン
F TYPE 1LDK＋SIC
暮らしやすさを重視したリビングダイニングと、開放感あふれる
カ ウ ン タ ー キ ッ チ ン を 採 用 。 シ ン グ ル ・ DINKS に 適 し た
1LDKプラン

DATA

リビングルーム （C TYPE）

所在地
名称
主要用途

東京都千代田区紀尾井町１－５
紀尾井レジデンス
住宅135戸

延床面積

約22,700㎡

階数

地上21階地下2階、高さ90ｍ※2

構造

高強度鉄筋コンクリート造(免震構造)

施工会社

西武・大林・前田建設共同企業体
※2プリンス通りより
眺望
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ランドスケープデザイン
敷地の高低差を活かしたさまざまな眺望と、街を彩るパブリックアートが広がる緑豊かな空間
ランドスケープデザインにおいては、｢立体廻遊庭園の街～多彩な表情を持つ街～｣というコンセプトを掲げて
います。 この｢立体｣とは、地形と建築基壇の高低差を活かし、さまざまな眺望スポットを創出すること、｢廻
遊｣とは、人の動きに多様な選択肢を提供できるように、江戸の大名庭園に多く用いられた様式を踏襲する
こと、｢庭園｣とは、ストーリー性のある場を作ることで、街の主役が緑であるとイメージしていただけるようにして
おります。
また、敷地内の緑化率は約４５％を確保し、皇居など都心の貴重な緑地と連携したエコロジカル・ネット
ワーク(生態回廊)の形成に貢献するまちづくりを目指しております。その象徴として敷地中央には、弁慶濠
から清水谷公園へ抜ける｢緑の軸｣を設定し、北側の｢光の森｣では、ビオトープ(生物生息空間)の整備も
進めております。
パブリックアートにおいては、ランドスケープデザインのコンセプトをベースに、「時×人×緑 ～紀尾井町の時と人

と緑をつなぐ～」というアートコンセプトを掲げ、敷地内の９ヵ所に展示します。江戸時代から今に続き由緒ある
紀尾井町の歴史(「時」)を感じながら、働く人・暮らす人・観光や歴史散策の人など多種多様な「人」に
向けて、この街を潤す「緑」と調和するアートをご覧いただけます。
清水谷公園へ

「光の森」

「ガーデン大通り」

⑧

「芽生えの庭」

⑦
「花の広場」

⑥
⑨
「テラスの小道」

赤坂プリンス
クラシックハウス

紀尾井タワー

「水の広場」

⑤

①

④
②

紀尾井
レジデンス

「空の広場」

弁慶濠

③
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パブリックアート

パブリックアート作品一覧
①大巻 伸嗣（おおまき しんじ） 《Echoes Infinity ～Immortal Flowers～》 ステンレス他
「花の広場」には、日本の伝統的な花柄や文様をかたどった花やそこに集う蝶たちが舞うモニュメント
を設置いたします。紀尾井町の時と人と緑をつなぎ、この街のシンボルとして愛される続けるアート
Pic by paul barbera / where they create

となることを願います。

②大巻 伸嗣（おおまき しんじ） 《Echoes Infinity ～Immortal Flowers～》 ステンレス他
「テラスの小道」には、「花の広場」から飛び立った蝶と桜の花の彫刻を設置します。お濠沿いの
小路へと人々を誘い、散策する人々を楽しませます。
Pic by paul barbera / where they create

③青木 野枝（あおき のえ） 《空玉/紀尾井町》 コールテン鋼
「空の広場」には、歴史ある赤坂御門の石垣や周辺の緑と調和する、落ち着いた風合いの彫刻を

設置いたします。リングがリズミカルに連なる軽やかなかたちは、水が水蒸気となり、空にのぼっていく
ような、自然の循環を伸びやかに表現しています。

④坪田 昌之（つぼた まさゆき） 《the wind of self》 大理石
「紀尾井レジデンス」入口には、住宅のエントランスやこの街全体へと、吹き抜ける快い風のようなフォルム
の大理石を表現した石の彫刻を配置いたします。風の優しさや快活さを感じさせてくれます。

⑤名和 晃平（なわ こうへい） 《WHITE DEER》 アルミ他
「水の広場」には、大空を仰ぐ白い大きな鹿の彫刻を設置します。鹿は古来より「神使」として
信仰を支えるイメージとして人々に親しまれてきました。最新技術により鹿の剥製を3Dスキャン
して制作された鹿の彫刻は、時を越え、見る人々に様々なメッセージを届けます。

⑥隠崎 麗奈（かくれざき れいな） 《ヨヨ》 大理石
「赤坂プリンス クラシックハウス」横の庭園には、純白の真珠をモチーフにした雫型の石の彫刻を
設置いたします。過去から未来へとこの土地の宝物を引き継いでいく願いを真珠に込めます。

⑦竹田 康宏（たけだ やすひろ） 《息吹く朝》 FRP他
「芽生えの庭」には、可愛らしいフォルムとあざやかなレモン色がひときわ映える彫刻を設置いたし
ます。新たな若芽や蕾を感じさせるその姿は溢れ出る生命力を表現しております。

⑧ジュリアン・ワイルド 《System no.31》 ステンレス
「光の森」の空間には、優雅で繊細な白銀の楕円形の金属彫刻を設置いたします。刻々と
変わる陽光を受け変化する様は、散策する人々に静かな憩いの時間を生み出します。

⑨西野 康造（にしの こうぞう） 《空の記憶 2016》 チタニウム
「紀尾井タワー」オフィスエントランスの1階吹抜けには、雄大なスケール感と、凛とした透明感
あふれる金属のサスペンドアートを設置いたします。大空をイメージした、美しいチタン合金が織り
なす軽やかで繊細なフォルムは、街の《空の記憶》に包まれるような感覚を与えてくれます。
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ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町

FACT SHEET
2016 年 7 月 27 日現在

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町概要
ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町はグランドプリンスホテル赤坂跡地で開発中のオフィス、ホテル、商業施設、賃貸
住宅から成る複合型施設「東京ガーデンテラス紀尾井町」内にプリンスホテルの最上級ホテルとして 2016 年 7 月 27 日
（水）にオープンいたします。
ホテルは 36 階建ての高層ビルである紀尾井タワーの 30～36 階および、1955 年に赤坂プリンスホテルとして最初にオ
ープンした別棟の洋館「赤坂プリンス クラシックハウス」で構成されております。
紀尾井タワーの 30～36 階に位置するホテルのインテリアデザインはホスピタリティー、商業、文化、エンターテインメン
ト産業において、革新的で際立った環境作りを得意とするデザイン会社、ロックウェルグループヨーロッパが日本のホテ
ルとしては初めて手掛けます。広がる眺望と内装が一体感を生むデザインで、美術館(=Gallery)にいるような雰囲気や
高揚感を味わっていただけます。機能性と快適性を追求した 250 室の客室、日本文化の魅力を堪能できる和食のスペ
シャリティレストラン、イタリアンを中心に洋食を提供するオールデイダイニングのほか、特徴の異なる２つのバー・ラウン
ジ、スパ＆フィットネスなどを設けます。
サービス面ではＩＴを活用し、お客さまの“好み”などの収集・蓄積・共有を強化することでシームレスなサービス提供の
実現を目指すなど、｢ON でも OFF でも 24 時間お客さまのペースでお過ごしいただけるホテル｣を目指してまいります。
洋館は「赤坂プリンス クラシックハウス」と名称を変え、建設当時の資料などを基に照明器具や外壁などの主要部分を
当時の状態に復原し、気高く優雅な往時のしつらえを取り戻した空間を活かしたレストラン、カフェ、バーなどのほか、
現代の多様なニーズに応えるため増築したバンケットを備え、ウエディング需要にも対応いたします。

【開 業 日】2016 年 7 月 27 日(水)
【所 在 地 】東京都千代田区紀尾井町 1－2
【延床面積】・紀尾井タワー30～36 階 約 28,700 ㎡
・赤坂プリンス クラシックハウス 約 2,600 ㎡
【施

設】・紀尾井タワー30～36 階
客室(250 室)、レストラン・バー(4 施設)、スパ＆フィットネスなど
・赤坂プリンス クラシックハウス
レストラン・バー(2 施設)､バンケット(※2 分割可)、小部屋(12 室)、多目的ホールなど

【インテリアデザイン】紀尾井タワー30～36 階…ロックウェルグループヨーロッパ

紀尾井タワー

紀紀尾井レジデンス

1

本事業の意図
1．東京ガーデンテラス紀尾井町価値向上の牽引役
絶えず多くの人々が往来する場所にはさらに多くの人々が来訪するようになり、この循環によって街は発展していき
ます。また、来訪した人々が集まり、滞在する機能を持つホテルは街の発展に必要不可欠な要素と考えております。
自然や歴史（清水谷公園、弁慶壕）の魅力が集積し、交通（地下鉄 5 路線が利用可能）アクセスの良いこの地で、魅
力あるホテルを運営することにより、「東京ガーデンテラス紀尾井町」の今後の発展に寄与してまいります。
2．新たなるニーズへの対応
当ホテルを運営するプリンスホテルは、ホテルやゴルフ、スキー場、映画館、水族館の運営など、時代や地域によっ
て変わるお客さまのニーズを的確に捉え、柔軟に対応することで顧客基盤の拡大をはかってまいりました。
既存ブランドに属さない当ホテルは、新しいニーズに応える特徴をプロダクトやサービスに反映しました。

名称、ロゴ
当ホテルの名称は、美術館（=Gallery）を訪れた時のような高揚感を
生み出す、眺望と内装が一体化した芸術性の高いデザインと、
プリンスホテルが培ってきたおもてなしの心、ＩＴを機能的に活かした
サービスの提供によって、新しい魅力と感動を表現するものとして決定
いたしました。
ホテルロゴは社名の頭文字「P」を、お客さまを包み込むリボンで表現
したコーポレートマークのデザインを踏襲することで伝統の継承を表
す一方、ホテル名部分にはエレガントさを感じさせる書体を採用する
ことでこれまでのプリンスホテルとは異なる存在であることを表現いたし
ました。
さらに当ホテルのイメージである「高級感」や「重厚感」を黒、「気品」
え ん じ
や「成熟」を臙脂という色使いで表現いたしました。

【「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」ロゴ】

「ラグジュアリーコレクション」加盟
当ホテルはスターウッドホテル＆リゾート ワールドワイドが展開する最高
級カテゴリー「ラグジュアリーコレクション」に加盟いたしております。
「ラグジュアリーコレクション」は各国・地域の特色と伝統が息づき、その
土地の魅力への入口といえるようなホテルがカテゴライズされており、
各ホテルの独自性を尊重するコレクションです。
このような特色を踏まえ、当ホテルに最適な加盟先としてスターウッドの
「ラグジュアリーコレクション」を選定いたしました。
官民を挙げた「観光立国」への取組みにより訪日外国人旅行者数が
増加傾向にある中、プリンスホテルは海外セールスの強化や、海外
ホテル運営会社との提携などを行い、訪日外国人需要の取り込みと
ブランド浸透をはかっており、当ホテルの加盟もこの一環です。
北米や欧州を中心に多くの会員顧客を有するスターウッドと協力すること
で、ホテルひいては東京・紀尾井町の街の魅力を広く発信し、世界規模で
愛されるホテルを目指してまいります。

【「ラグジュアリーコレクション」ロゴ】

利用層について
当ホテルでは、グランドプリンスホテル赤坂をご愛顧いただいていた“これまでのお客さま”、SEIBU PRINCE CLUB
会員などの“現在のお客さま”に加え、新しいお客さまとして次代の顧客基盤を担う 30 代～50 代のお客さまへのア
プローチをはかります。この世代の方々は特に、物事の価値を見出す能力に長け、価値があると判断したものには
積極的に投資し（＝High value）、先端技術やトレンドに敏感であり（＝高感度）、サービスやしつらえにシンプルさも
求める特徴を有すると考えております。
当ホテルはこのような「High Value」と「高感度」を併せ持つ方々の嗜好を反映した芸術性の高いプロダクトと IT を
活かしたサービスの提供をおこなってまいります。
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サービス特徴
当ホテルは「ON でも OFF でも 24 時間お客さまのペースでお過ごしいただけるホテル」をコンセプトに、プリンス
ホテルが長年培ってきた安心感をベースに次のようなサービスを実施いたします。
1．お客さまのペースに合わせたシームレスなサービス
レストランやルームサービスの利用履歴、リクエスト履歴、記念日、趣味嗜好など蓄積されてきた
情報に加え、来館目的などのタイムリーな情報もスタッフ間で共有することにより、お客さまのペースに合わせたシ
ームレスなサービスを実現いたします。
2．お客さまのリクエスト、お問合せに迅速に対応するワンストップサービス
電話および今回新たなコミュニケーションツールとして客室に導入するタブレットからのお問合せを一括して承りま
す。お客さまがご要望の内容に応じてコンシェルジュデスク、フロント、ベルデスク、客室係など依頼先を判断する
必要を無くし、かつお問合せから提供までの中継を少なくすることで迅速なサービスが可能となります。
3．ルームマネジメントシステム
当ホテルでは新たなコミュニケーションツールとしてタブレットを導入いたします。
タブレットでは館内施設や観光などの情報を入手、インルームダイニングのオーダー、レストラン予約、メールに
よるリクエストなどができます。
また、空調、照明、カーテンの開閉について画面上の客室写真をタッチすることで直感的にコントロールすること
が可能となります。
お客さまが設定された客室環境の情報はルームマネジメントシステムにより自動的に蓄積され、再来館の際に
自動的に再現することも可能です。
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施設概要
1．30～36 階部分
（１）レセプション（36 階）
フロントは最上階に位置します。
チェックイン・チェックアウトについて、お急ぎのお客さまはカウンター、時間に余裕があるお客さまは併設された
ロビーラウンジでなどお客さまのご都合に合わせたスタイルで手続きをおこなっていただけます。
（2）スカイロビー（35 階）
当ホテルの象徴ともいえる 2 フロア吹き抜けのロビー。
36 階のフロントと階段で結ぶことで、お客さまの足
が自然と向くようにいたしました。
2 フロア分の天井から床までと圧倒的なスケール感
のガラス窓からは刻一刻と姿を変える都心の景色を
万華鏡のようにお楽しみいただけ、お客さまのアライ
バルエクスペリエンス（到着時の感動）を演出いたし
ます。
【スカイロビー】
（3）客室（30 階～36 階）
総客室数 250 室。
）】
お客さま一人ひとりにカスタマイズされたサービスを追求する当ホテルはプリンスホテルが運営する都内のホテル
では最も少ない客室のホテルです。
周囲を額縁のように演出し一枚の絵のように見せる大窓には浮揚感を感じていただけるようデイ
ベッドを設置（一部客室）。さらに壁と一体化させ浮いているように感じさせるデスクや棚、入浴中も景色が楽しめ
るようスイッチ一つで透明になるバスルームの曇りガラスなど、デザインコンセプト「Levitation（浮揚感）」「Framed
Kaleidoscopic view（額縁で切り取られた万華鏡のような景色）」を反映した芸術性の高い空間がご滞在を演出い
たします。
客室は「スイート」「グランドデラックス」「クラブフロア」「デラックス」の 4 カテゴリーに分類。
「スイート」「グランドデラックス」「クラブフロア」カテゴリーの客室にお泊りのお客さまは 34 階のクラブラウンジを
ご利用いただけます。クラブラウンジでは専用のレセプションを備えるほか、時間帯によって朝食や喫茶、
カクテルなどをお楽しみいただけます。
グレード

名称
スーペリア キング
デラックス ツイン ユニバーサル
デラックス ツイン
デラックス キング
デラックス プレミア ツイン
小計

ベッド幅
1,800㎜
1,200㎜
1,200㎜
2,000㎜
1,400㎜

クラブ スーペリア キング
クラブ デラックス ツイン ユニバーサル
クラブ デラックス ツイン
クラブ デラックス キング
クラブ デラックス プレミア ツイン

1,800㎜
1,200㎜
1,200㎜
2,000㎜
1,400㎜

デラックス

クラブフロア

グランド
デラックス

スイート

【デラックス キング】

小計
グランド デラックス コーナー キング
グランド デラックス プレミア キング
小計
紀尾井スイート
デザイナーズ スイート
ザ・プリンスギャラリー スイート
小計
合計

）】

【ザ・プリンスギャラリー スイート】
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2,000㎜
2,000㎜
2,000㎜
2,000㎜
2,000㎜

広さ
36㎡

客室数
9
4
42㎡
69
79
46㎡
10
171
36㎡
2
1
42㎡
24
21
46㎡
4
52
58㎡
11
62㎡
5
16
95㎡
6
100㎡
4
148㎡
1
11
250

（4）レストラン、バー
そうてん
①WASHOKU 蒼天 SOUTEN（35 階）
コンテンポラリーなインテリアデザインの空間で、これまでの和食にスタイルに捉われず、外国人のお客さまに
もお楽しみいただける新感覚の「ＷＡＳＨＯＫＵ」をご提供いたします。
名称は高層階からの空の情景と共にお食事を堪能できるレストランを表現し、ロゴは太陽の光を受けて輝く
「蒼天」のイメージを反映させました。
店内は「ダイニングエリア」、「ＳＡＫＥバー」、「鉄板焼カウンター」、「寿司カウンター」、「個室」で構成されてお
り、お客さまのスタイルに合わせてご利用いただけます。
【営業時間】ラ ン チ/11:30A.M.～3:30P.M.(L.O.2:30P.M.)
ディナー/5:30P.M.～10:00P.M.(L.O.9:30P.M.)
【席
数】108 席
（ダイニングエリア、ＳＡＫＥバー、鉄板焼カウンター、寿司カウンター、個室３室を含む）

【ロゴ】

【ダイニングエリア】

【SAKE バー】

②All-Day Dining Oasis Garden＜オールデイダイニング「オアシスガーデン」＞（36 階）
ホテルの最上階に位置し、グリーンアートが配された「空中庭園」のような空間に相応しい名称としました。
朝食からディナーまで、一日の食事に対応できるイタリアンテイストの洋食レストランで、天空に浮かぶ緑豊かな
安らぎの空間でお食事をお楽しみいただけます。
ロゴは「オアシス」を表現する青空・水・太陽をイメージしたカラーで、ホテルのインテリアデザインコンセプトの
一つでもある「Kaleidoscopic views」（万華鏡のような景色）をテーマに窓外の刻々と絶えず変化し、二度と同じ
ものには出会えない一期一会の風景を楽しめるレストランの魅力を反映させております。
【営業時間】朝
食/6:30A.M.～10:00A.M.
喫
茶/10:00A.M.～11:30A.M.､3:30P.M.～5:30P.M.
ラ ン チ/11:30A.M.～3:30P.M.(L.O.2:30P.M.)
デ ィ ナ ー/5:30P.M.～11:00P.M.(L.O.10:30P.M.)
【席
数】108 席

【ロゴ】

【店内】
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【メニュー（イメージ）】

③Sky Gallery Lounge Levita（スカイギャラリーラウンジ「レヴィータ」）＜35 階＞
2 フロアの吹き抜けと大窓が生み出す圧倒的なまでの眺望と解放感から得られる“浮揚感”を店名とロゴに
反映させました。
店名の「Ｌｅｖｉｔａ」はホテルのインテリアデザインコンセプトである「Ｌｅｖｉｔａｔｉｏｎ」（浮揚感）を基に考案した
オリジナルワードです。
スカイロビー内に設置され、昼はラウンジ、夜はカクテルバーとして営業いたします。
【営業時間】喫
茶/11:00A.M.～5:00P.M.
バータイム/5:00P.M.～1:00A.M.(L.O.0:30A.M.)
【席
数】39 席

【ロゴ】

【店内】

【カクテル（イメージ）】

④THE BAR illumiid(ザ・バー イルミード)＜35 階＞
４つのレストラン・バーの中で唯一窓が無く、外の風景と遮断された空間。
自分自身と向き合えるこの場所には「～に光をあてる」を意味する illumination と「自己」を意味する identification
を融合させたオリジナルワードを店名に用いました。
ロゴでは人を意味する複数の i の輝きにより、本物を知る大人が集う自分だけの空間・場所を表現いたしました。
個室もご用意しており、よりプライベートな時間をご提供いたします。
【営業時間】5:00P.M.～12:00MID.(L.O.11:30P.M.)
【席
数】30 席(個室 1 室含む)

【ロゴ】

【店内】
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【メニュー（イメージ）】

（5）スパ＆フィットネス（30 階）
地上約 140ｍの世界で「浮揚感(浮揚感)」を感じながらご利用いただける、「プールエリア」「ジムエリア」「バスエリ
ア」「スパトリートメントエリア」を集約した｢SPA & FITNESS KIOI｣がございます。
長期滞在の訪日外国人旅行者を始めとしたホテル宿泊者の方の快適なホテルライフをサポートいたします。また
「ジムエリア」は 24 時間ご利用が可能で、早朝や深夜にご到着のお客さまの体調管理にご活用いただけます。
「プールエリア」「ジムエリア」では､高層階からの眺望が望める最上級の空間のなか､スイミングやフィットネスをご
利用いただけるほか、「バスエリア」でも浴槽から大展望をお楽しみいただけます。
そのほか、紀尾井レジデンス入居者、紀尾井タワー・紀尾井テラスの入居法人、一般法人、個人利用のお客さま
に対しては、ステータス感のある会員制のフィットネスクラブとしてのご利用を提案してまいります。
トレーニングウェア、シューズ＆ソックス、スイムウェア、タオル、バスローブの無料貸し出しもございますので、手
ぶらでお越しいただけます。

【「SPA& FITNESS KIOI」ロゴ】

【「SPA& FITNESS KIOI」フロア図】

①ジムエリア
ランニングマシン、バイク、各種筋力トレーニングマシンなどには、
イタリア製高級ブランド「テクノジム」の最高級マシンを多数導入
いたします。その中の有酸素マシンは、トレーニングをしながら
高層階の眺望をお楽しみいただけるよう、外向きに配置いたします。
また、会員さま向けには知識豊富なトレーナーによるパーソナル
レッスン（※）をご用意いたします。
（※）パーソナルレッスンは別途料金がかかります（予約制）。

【ジムエリア】

【営業時間】24 時間 ※係員は常駐しておりません。
【設
備】有酸素マシン 11 台、ウエイトマシン 6 台、フリーウエイト、体組成計など
※ジム内にストレッチエリア、スタジオを設置
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②プールエリア
天井の約半分が天窓（サンルーフ）となっており、自然光が
差し込む明るい雰囲気を演出いたします。
また、プールサイドチェアを外向きに配置し、地上約 140ｍ
の眺望をお楽しみいただけるほか、プールサイドに設置した
ジェットバスからも大展望をお楽しみいただけます。
【プールエリア】
【営業時間】6:30A.M.～10:00P.M.(最終来場受付 9:30P.M.)
【設
備】プール:20m×6m(3 コース、深さ 1.2 ㎡)、ジェットバス
③バスエリア
男女ともに温冷水風呂を窓に面し配置することにより、バスからの大展望をお楽しみいただけます。
また、女性用のお風呂には血行を促す効果のある炭酸泉を採用いたします。
【営業時間】6:30A.M.～10:00P.M.(最終来場受付 9:30P.M.)
【設
備】〈男女共通〉 温冷水風呂、ロッカー、リラクゼーションエリア
〈男性用〉ドライサウナ 〈女性用〉スチームサウナ
④スパトリートメントエリア

ス イ ス ・ モ ン ト ル ー を 拠 点 と す る コ ス メ ブ ラ ン ド 「 SWISS
PERFECTION」が国内初の直営サロン「スイス・パーフェクショ
ン スパ KIOI」として、スイス本国のメソッドを忠実に再現した、
質の高いトリートメントを提供いたします。

【トリートメントルーム】

【営業時間】10：00Ａ.Ｍ.～10：00Ｐ.Ｍ.
【設
備】リラクゼーションラウンジ（2 ヵ所）、トリートメントルーム（5 室）

⑤スパ＆フィットネスレセプション
ご来館時はスパ＆フィットネスレセプションにて会員証をご提示いただきます。
⑥ロッカー＆リラクゼーションエリア（ジェントルメンズ／レディース）
男女ともにロッカー、休憩用のリラクゼーションラウンジをご利用いただけます。
（6）その他
ビジネスサービスセンター、ボードミーティングルーム、レストランクロークなど
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2．赤坂プリンス クラシックハウス
多くのお客さまに「旧グランドプリンスホテル赤坂 旧館」として親し
まれた華麗な佇まいの洋館は、建設当時の詳細な資料などを基に
照明器具や外壁などの主要部分を当時の状態に復原し、気高く
優雅な往時のしつらえを取り戻します。
また、現代の多様なニーズに応えるため最新の機能を備えたバン
ケットを増築し、名称も新たに「赤坂プリンス クラシックハウス」とし
て運営してまいります。
【赤坂プリンス クラシックハウス 外観】
(１)レストラン、バー
①La Maison Kioｉ(ラ メゾン キオイ)＜既存棟 1 階＞
流行を発信するフレンチのレストランというビジョンに基づき命
名いたしました。
“賑わいのカジュアルフレンチ”をコンセプトに、仕事やショッピ
ング帰りのお食事など日常的にご利用いただけます。
ドレスコードなどは設けない気軽さをあわせ持つカフェを併設
したフレンチレストランです。
【｢La Maison Kioi｣店内(イメージ)】
【営業時間】ランチ/平日 11:00A.M.～L.O.2:30P.M. 土休日 11:00A.M.～L.O.3:00P.M.
カフェ/11:00A.M.～L.O.5:30P.M.
バー ラウンジ/5:30P.M.～L.O.11:00P.M.
ディナー/5:30P.M.～11:00P.M.(L.O.10:00P.M.)
【席
数】151 席(カフェ 41 席含む)

②Bar Napoleon（バー ナポレオン）＜既存棟 1 階＞
赤坂プリンスホテルの時代から愛されてきた名を受け継ぎま
す。
店内には肖像画や帽子、地図、馬の置物などナポレオンを髣
髴とさせるインテリアを配置いたします。
【営業時間】6:00P.M.～0:30A.M.(L.O.12:00MID.)
【席
数】50 席

(2)小部屋
合計 12 室(1 階…2 室､2 階…10 室)の小部屋はレストラン、

【｢Bar Napoleon｣店内(イメージ)】

バーの個室､ウエディングの際の控室などとして活用いたし
ます｡
(3)多目的ホール
2 階に設けられた多目的ﾎｰﾙは､屋内型ﾁｬﾍﾟﾙや展示会､期
間限定のｼｮｯﾌﾟなどさまざまな用途で活用いたします｡
(4)中庭

自然の光と風に包まれた開放感あふれる屋外型チャペル
が設置可能な中庭を整備いたします。
【チャペル＜中庭＞（イメージ）】
(5)バンケット
新たに増築する約２72 ㎡のバンケットは 2 分割が可能で、着席スタイルでは最大 150 名さままでのご会食、パー
ティー、披露宴などにご対応いたします。
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【バンケット＜着席パーティースタイル＞（イメージ）】

アクセス
東京メトロ 2 駅（「永田町」「赤坂見附」）5 路線（地下鉄南北線、半蔵
門線、有楽町線、銀座線、丸ノ内線）利用可能でスムーズなアクセ
スを実現。
また東京ガーデンテラス紀尾井町の 2 階エントランスからは永田町
駅とバス・タクシー乗り場へ屋内通路で接続されます。羽田空港と
成田空港とはエアポートリムジンでダイレクトに結ばれており、国内
外の至る所からアク セスしやすい環境が整っております。
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【バンケットホワイエ（イメージ）】

お問合せ・ご予約
内容

TEL

Web サイト

03-3234-1111

ご宿泊

http://www.princehotels.co.jp/kioicho/

受付時間：24 時間
03-3234-1136

レストラン

35 階・36 階

10:00A.M.～8:00P.M.

http://www.princehotels.co.jp/kioicho/

土休日 10:00A.M.～7:00P.M.

ラウンジ
バー

受付時間:平日

赤坂プリンス
クラシックハウス

03-6261-1153
開業前受付時間:11:00A.M.～7:00P.M.

https://www.akasakaprince.com/lamaison/

開業後受付時間：10:00A.M.～10:00P.M.

03-6261-1122
ウエディング

受付時間:平日 11:00A.M.～7:00P.M.
土休日 9:00A.M.～7:00P.M.
(※火曜、年末年始を除く)

バンケット

http://akasakaprince.com/

03-6261-1154
一般宴会

受付時間：10:00A.M.～7:00P.M.
(※年末年始を除く)

スイス・パーフェクション
スパ KIOI

03-3234-1168
開業前受付時間：平日 10：00A.M.～5：00P.M.

http://www.montsaintmichel.jp/kioi-spa/

開業後受付時間：10:00A.M.～10:00P.M.

※本資料に掲載の内容は 2016 年 7 月 27 日現在の情報であり、変更となる場合があります。
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