2011 年 11 月 29 日現在
＜ パレスホテル東京
パレスホテル東京 概要 ＞
●ブランドコンセプト

美しい国
しい国の、美しい一日
しい一日がある
一日がある。
がある。
Experience the Heart of Japan.

●お客様に
客様に約束する
約束する 5 つの提供価値
つの提供価値
パレスホテル東京は、半世紀以上にわたり培ってきた“パレスならでは”の価値を生かしながら、
「美しい国の、美しい一日」を創出するために、次の 5 つの提供価値を掲げます。
この提供価値がパレスホテル東京の最大の強みとなるように、独自のサービスを創造し、
ここでしか得られない、とっておきの体験をお客様に提供していくことをめざします。
「自然との調和」
パレスホテル東京は、都心にありながら目の前に緑が広がる恵まれた環境を生かし、
日本の自然の豊かさや四季折々の美しさを感じる悦びを提供します。
緑や水を生かした空間設計や四季を堪能できる食をはじめ、この土地ならではの自然や
そこに根差した文化を楽しんでいただくための体験づくりをめざしていきます。
「グローバルベスト」
パレスホテル東京は、グローバル基準でトップクラスのラグジュアリー・クオリティを提供します。
ホテルに到着する前から家に辿り着くまで旅全体を支えてくれる、グローバルラグジュアリーなら
ではのトータルケアと、日本のホテルらしいきめ細やかな配慮で、グローバルベストな旅の実現を
サポートします。
「五感クオリティ」
パレスホテル東京は、目に見える美しさだけでなく、音、味、香り、手触りにいたるまで、
五感で感じるクオリティを提供します。
繊細できめ細やかな味覚、そこはかとなく館内に漂う香り、シーツやリネンの肌触りなど、
五感で受け取る情報の細部にこだわることで、“身体で感じるパレスブランド”を実現します。
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「究極のパーソナルタイム」
パレスホテル東京は、お客様一人ひとりにパーソナルな時間を提供します。
お客様一人ひとりが、ストレスを感じることなく、ご自身がもっとも心地良いと感じられるペースや
感覚で過ごしていただける時間を実現していきます。ビジネスの時にはその方にとっての最高の
ビジネスシーンが生まれるような、ハレの時にはその方がその方らしく輝ける、生涯記憶に残る
シーンが生まれるようなカスタムメイドなサポートをしていきます。
「真心のおもてなし」
パレスホテル東京は、心でつながるおもてなしを提供していきます。
暖かな笑顔、真摯な態度、洗練された立ち振る舞いの背景に、お客様一人ひとりの思いを
大切にする心が息づいています。発した言葉だけでなく声にならない声をも受け取ってくれる、
たのしい気持ち、うれしい気持ちを分かってくれる、そして気が付けば心を開いていた。
そんな心でつながる時間を実現します。

●ブランドシンボル

「Five Dots (ファイブ・ドッツ)」
創業以来のシンボルマークである王冠をモチーフに、ホテルのコンセプトをシンプルかつ
シンメトリーなデザインで表現しています。
上部の５つの点（ドット）は、「自然との調和」、「グローバルべスト」、「五感クオリティ」「究極のパーソ
ナルタイム」「真心のおもてなし」の５つの提供価値を象徴しています。また、下部の一本の直線は、
所在地である「丸の内 1-1-1」にも結び付き、歴史と伝統を継承しながら、常に新しい価値を追求し
続けるパレスホテル東京像を表しています。
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●開業
2012 年 5 月 17 日
●経営会社、
経営会社、運営会社
株式会社パレスホテル 取締役社長 小林 節 （コバヤシ タカシ）
●総支配人
渡部 勝 （ワタナベ マサル、現所属：開業準備室 副室長）が、就任予定。
●建築デザイン
建築デザイン
株式会社三菱地所設計
●インテリアデザイン
・テリー・マクギニティ（GA デザインインターナショナル）
宿泊ロビー、メインロビー、客室、ロビーラウンジ「The Palace Lounge」、
クラブラウンジ、ボードルーム、ミーティングルーム、
メインバー「Royal Bar」、オールデイダイニング「Grand Kitchen」、中国料理「中国飯店 琥珀宮」
（デザインアドバイス：宴会場、スパ、フィットネスルーム、プール）

・寺本 昌志デザインチーム（株式会社メック・デザイン・インターナショナル）
宴会場、スパ、フィットネスルーム、プール、ブライズルーム、ペストリーショップ「Sweets & Deli」
及び内装設計調整

・山際 純平（株式会社デザインポスト）
ラウンジバー「LOUNGE BAR Privé」、フランス料理「Ｃｒｏｗｎ」、神殿

・小坂 竜（A.N.D.）
日本料理「和田倉」、鉄板焼「濠」、天麩羅「巽」、チャペル

・入門 潤三（株式会社 GJF）
鮨「鮨 かねさか」

●住所
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1－1－1
●TEL
03-3211-5211
●WEB サイト
www.palacehoteltokyo.com
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●アクセス
東京メトロ・都営地下鉄「大手町駅」より徒歩 2 分
JR「東京駅」丸の内北口より徒歩 8 分
羽田空港より JR・モノレールで約 30 分、成田空港より成田エキスプレスで約 60 分

●施設概要
名称

パレスホテル東京

所在地

東京都千代田区丸の内 1-1-1

敷地面積

約 10,440 ㎡（約 3,158 坪）

階数

地下 4 階、地上 23 階（地下４階は機械室）

フロア構成

地下 3-2 階

駐車場

地下 1 階

地下鉄連絡通路（2013 年春開通予定）、ﾍﾟｽﾄリーショップ、店舗

1階

ロビー、フロント、レストラン（オールデイダイニング）、バー、ラウンジ

2階

大宴会場、小宴会場

3階

神殿、婚礼施設

4階

中小宴会場、ウエディング＆バンケットサロン

5階

レストラン（中国料理）、チャペル、スパ、フィットネスルーム、プール

6階

レストラン（フランス料理/日本料理）、ラウンジバー

8-18 階

客室

19 階

クラブラウンジ、ビジネスセンター、ボードルーム、
ミーティングルーム

20-23 階

客室

延床面積

約 62,000 ㎡（約 18,700 坪）

駐車場台数

350 台

ホテル施設

【客 室】290 室、全室 45 ㎡以上
【宴会場】1,160 ㎡の大宴会場ほか、中小宴会場、婚礼施設など 13 施設
【料飲施設】フランス料理、日本料理/鉄板焼/天麩羅/鮨、中国料理、
オールデイダイニング、ロビーラウンジ、メインバー、ラウンジバー 計 10 店舗
【その他】 ペストリーショップ、スパ、フィットネスルーム、プールなど

スケジュール

【竣 工】2012 年 2 月 【開 業】2012 年 5 月 17 日
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●客室
総客室数 290 室、ゆとりの全室 45 ㎡以上。
客室数は、1961 年の開業以来、受け継がれてきたおもてなしが隅々にまで行き届くよう、全 290 室
という規模にいたしました。デラックス 45 ㎡、グランドデラックス 55 ㎡、スイート 75 ㎡～210 ㎡、全室
45 ㎡以上という構成で、大きなゆとりを実現しております。
客室のコンセプトは「グランドレジデンス」。世界のラグジュアリーホテルを手掛けたインテリアデザイ
ナーのテリー・マクギニティ氏（ロンドン・GA デザインインターナショナル）による客室は、まさにそう
呼ぶにふさわしい、ゆとりとくつろぎを実現した空間です。グランドデラックス以上の客室には、50 イ
ンチを超えるテレビを完備しております。また、ご宿泊のお客様専用のロビーとエレベーターもござ
います。
客室アメニティには、フランスのスキンケアブランド「アンヌセモナン」を使用いたします。自然派コス
メの第一人者、マダム・アンヌ・セモナンが 1987 年に創業したブランドで、フランスのアロマテラピー
をベースとしたボディケアや低刺激性でシリコン不使用のシャンプーなどのプロダクトは、ヨーロッパ
を中心に世界中のラグジュアリースパやホテルで使われています。天然有効成分を効果的に配合
したエッセンシャルオイルが、リラクセーションとバイタリティを引き出します。
＜客室タイプ＞
デラックス (45 ㎡)

192 室

クラブデラックス (45 ㎡)

56 室

グランドデラックス (55 ㎡)

24 室

クラブグランドデラックス (55 ㎡)
スイート （75 ㎡～210 ㎡)

6室
12 室

デラックス（45 ㎡）

スイート（75 ㎡）
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＜2012 年宿泊正規料金（1 室あたりの客室料金）＞
デラックス(45 ㎡)

\52,500～\60,900

クラブデラックス(45 ㎡)

\63,000～\71,400

グランドデラックス(55 ㎡)

\68,250

クラブグランドデラックス(55 ㎡)

\78,750

スイート（75 ㎡～210 ㎡)

\105,000～735,000

※ 上記は消費税込みの料金で、サービス料（10％）、宿泊税が別途加算されます。
＜共通設備・サービス＞
46 インチ液晶テレビ（ベッドルーム）、液晶防水テレビ（バスルーム）、ブルーレイ/DVD/CD プレー
ヤー、シモンズ製マットレス、ＰＣ充電対応型セーフティーボックス、カラー液晶ディスプレイ付き多
機能電話機、インターネット無料接続（LAN・無線）、ルームサービス（24 時間）、ランドリー、朝刊無
料サービス、ターンダウンサービス

●クラブラウンジ
クラブルーム、スイートにご宿泊のお客様には、19 階に位置するクラブラウンジをご利用いただけま
す。快適なご滞在になるよう、専任スタッフがチェックイン・チェックアウトをはじめとする様々なお手
伝いをいたします。ご朝食やイブニングカナッペ、お飲み物とともに、ご自宅のようにお寛ぎいただ
ける空間です。クラブラウンジ内には、プライベートルームやテラス席もございます。

●ビジネスセンター
ご宿泊のお客様には、19 階に位置する、ご宿泊者専用の 24 時間対応のビジネスセンターを
ご利用いただけます。
パソコン 3 台
複合機（プリンター・ファックス・コピー機能） 1 台
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●レストラン＆
レストラン＆バー
10 のレストラン＆バーは、フランス料理、日本料理、中国料理、オールデイダイニング、ラウンジ、
バーの多彩な構成になっています。パレスホテル時代からご好評をいただいているフランス料理
「Crown（クラウン）」は、フランス・ヴィエンヌの伝統的レストラン「ラ・ピラミッド」を復活させたパトリッ
ク・アンリルー氏とのコラボレーション強化により、エレガントな空間と共に生まれ変わります。1 階の
メインバーには、Mr.マティーニと呼ばれた初代バーテンダー設計の重厚なカウンターをそのまま
移設しました。このバーならではの、極上のマティーニをお試しください。ホテル B1 階には、ペスト
リーショップ「Sweets & Deli」がオープンします。ホテルメイドスイーツをはじめとする“パレスホテル
東京の食のおもてなし”を、ご家庭でもお楽しみいただけます。
さらに、世界へ向けて鮨文化を発信するミシュラン 2 つ星の名店「鮨 かねさか」と、同じくミシュラン
2 つ星の“富麗華”を有する中国飯店グループによるレストラン「中国飯店 琥珀宮」の 2 店舗が出
店いたします。

＜レストラン概要＞


フランス料理： 「Crown」 （ｸﾗｳﾝ）

6Ｆ

アラン・シャペルやポール・ボキューズを輩出したヴィエンヌの名店「ラ・ピラミッド」監修による
メニュー展開。食通たちが愛してやまないパレスホテルの伝統を継承しつつも、新たな感性
で作り上げる至高の「クラシカル・モダン」の料理を、シックな空間でお楽しみください。
営業時間： 11：30～14：30 17：30～22：00
席数： 全 64 席 / 個室 3 室



日本料理：「和田倉」/鉄板焼「濠」/天麩羅/「巽」 （ﾜﾀﾞｸﾗ/ｺﾞｳ/ﾀﾂﾐ）

6Ｆ

個室 9 室を完備。大切なビジネスの会食やプライベートな会合場所としても最適です。四季
折々の旬の素材を生かした伝統的な日本料理を、落ち着いた上質な空間でご堪能いただけ
ます。
営業時間： 11:30～14：30 17:30～22:00
席数： 全 98 席 / 和洋個室 9 室



鮨： 「鮨 かねさか」

6Ｆ

ミシュラン２つ星を獲得し、海外進出にも成功している鮨の名店です。江戸前の技法を大切に
しながら、新しく柔軟な発想で「旨い鮨」の追求を続ける、職人の高品質な味わいが堪能でき
ます。
営業時間： 11:30～14:00 17:00～22：00
席数： 全 20 席 / 個室 1 室
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ラウンジバー： 「LOUNGE BAR Privé」 (ﾗｳﾝｼﾞﾊﾞｰ ﾌﾟﾘｳﾞｪ)

6Ｆ

大人のためのシックなラウンジバー。隣接したフレンチレストランから運ばれる趣向を凝らした
フィンガーフード、雰囲気のあるカウンターやテラス席が、店名の“Privé（仏語：プライベート）”
が表す通り、充実のプライベートタイムを演出します。
営業時間： 11:30～24:00 ※金曜日・祝前日(平日のみ) 25:00 まで
席数： 全 76 席 （テラス 25 席含む）



中国料理： 「中国飯店 琥珀宮」 （ｺﾊｸｷｭｳ）
5Ｆ
“伝統的で上質＆現代的で新鮮”をテーマに、広東と上海が中心の中国料理と日本的ホスピ
タリティが融合しました。点心師、焼き物師も在籍し、ライブ感とシズル感に溢れる作り立て・
蒸したて・焼きたてを提供します。
営業時間： 11:30～14：30 17：30～22：00
席数： 全 114 席 / 個室 5 室



オールデイダイニング： 「Grand Kitchen」 （ｸﾞﾗﾝﾄﾞ ｷｯﾁﾝ）

1Ｆ

朝食から深夜まで様々なシーンにあわせて食事を提供する、ロビーフロアのオールデイダイ
ニング。開放的でライブ感あふれるオープンキッチンや洗練された朝食メニュー、緑を望む 50
席のテラス席等、食のシーンを彩る充実のラインアップでお迎えします。
営業時間： 6:00～23：00
席数： 全 162 席 （テラス 50 席含む）



ロビーラウンジ： 「The Palace Lounge」 （ｻﾞ ﾊﾟﾚｽ ﾗｳﾝｼﾞ）

1Ｆ

インテリアの暖炉と本棚が、家のリビングのようなくつろぎ感を醸し出すロビーラウンジ。世界の
厳選茶葉が楽しめるティールーム、生演奏に浸りながらの優雅なバータイムなど、ホテルなら
ではの優雅なひとときをお楽しみいただけます。
営業時間： 10:00～24:00 ※金曜日・祝前日（平日のみ） 25:00 まで
席数： 全 76 席



メインバー： 「Royal Bar」 (ﾛｲﾔﾙ ﾊﾞｰ)

1Ｆ

旧パレスホテルで多くのお客様に愛されたマティーニやオールドカクテルが、店名もそのまま
に、初代バーテンダー設計のカウンターとともに復活します。重厚で落ち着きのある空間は、
一日の締めくくりをゆったりと過ごすにふさわしい、まさに大人の隠れ家です。
営業時間： 11:30～24:00
※金曜日・祝前日（平日のみ） 25:00 まで
※土・日・祝日 17:00～24:00
席数： 全 25 席
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ペストリーショップ： 「Sweets & Deli」 (ｽｲｰﾂ ＆ ﾃﾞﾘ)

B1F

ショコラを中心としたホテルメイドスイーツや、家庭でも楽しめるデリカ商品を多彩にライン
アップしました。ホテルの食の思い出をご自宅へ、そして大切な方へお届けいただけるよう、
パッケージにもこだわりました。
営業時間： 10:00～21:00
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●日本初上陸、「
日本初上陸、「エビアン
、「エビアン スパ 東京」。
東京」。
”Luxury
Luxury escape to wellness”
wellness”（上質な
上質なウエルネスライフ）
ウエルネスライフ）をコンセプトに
コンセプトに、
充実した
充実した施設
した施設と
施設とトリートメントを
トリートメントを展開。
展開。
フランスとスイスの国境沿い、レマン湖畔に位置する街、エビアン・レ・バン。ナチュラルミネラルウォー
ターの水源地としても知られるこの地の中心に、フランス国内外から多数のセレブリティやブルジョ
ワジーが優雅な休暇を求めて訪れるリゾート施設、”Evian Resort”（エビアン リゾート）があります。
このリゾート内のデスティネーション・スパが、パレスホテル東京の５階に「エビアン スパ 東京」とし
て日本に初上陸いたします。インテリアには、エビアンカラーを効果的に配し、シンプルかつ洗練さ
れた空間となっております。コンセプトは、”Luxury escape to wellness”（上質なウエルネスライフ）。
フィットネスルームや屋内プールなどの施設も充実し、上質で豊かなウエルネスライフを堪能いた
だける、新たなリラクセーションスペースが誕生いたします。
「エビアン スパ 東京」では、慌ただしい都会の流れから解放され、熟錬セラピストによる確かな技
術と心からのおもてなしで、心身のリラクセーションと贅沢なやすらぎの空間をご堪能いただけます。
スパ を日々の生活の中に取り入れ、是非健康づくりの一環にご利用ください。
＜スパ 概要＞
フランスの洗練と東洋の技術を融合させた、仏

”Evian Resort”（エビアン リゾート）のオリジナル
スパメニューをベースに、東京という土地柄と生活
スタイルに合わせてカスタマイズされたトリートメント
をご用意いたしました。コスメティックには、フランス
の高級スパブランドを採用しております。スパトリート
メントは、宿泊のお客様だけでなく、ビジターの
お客様にもご利用いただけます。
トリートメントルームは、Spa スイートを含み、個室を 6 部屋ご用意しております。うち 2 部屋はドアを開放
し、ご友人やご家族と、あるいはカップルでのご利用など、2 名様同時にトリートメントを楽しんでいただく
こともできます。Spa スイートには専用の浴室、レインシャワーが完備され、トリートメント前後にもおくつろ
ぎいただけるよう、完全プライベートな空間となっています。男性スパ内には、浴室、寝湯、ドライサウナ、
水風呂を、女性スパ内には、浴室、マーブルサウナ、パウダーエリアを完備しております。トリートメント効
果を高めるため、施術前後の時間をゆっくりと過ごして頂けるリラクセーションラウンジもございます。トリ
ートメント内容はマッサージ、フェイシャル、ボディトリートメントを基本に、季節にあわせたメニューをご提
案いたします。
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＜フィットネスルーム＆屋内プール 概要＞
「エビアン スパ 東京」のフィットネスルームでは、
機能性はもとより卓越したデザイン性でも定評のある
イタリア・テクノジム社と、高級レクリエーション産業の
グローバルリーダー、アメリカ・ライフフィットネス社の
トレーニングマシーンを採用いたしました。体重調整、
ストレス解消、体力強化トレーニング等、お客様の
ニーズにあったプログラムをパーソナルトレーナーが
ご用意します。さらに、豊富な臨床試験に基づいて開発された高精度の計測器導入により、多様性（体
格、年齢、性差など）に対応した精密な測定が可能となりました。体重や体脂肪率、筋肉量などを履歴
表示することで、トレーニングのモチベーションアップや効果指標に活用いただけます。ジャグジーを備
えた 20ｍの屋内プールでは、スイミングやアクアビクスはもちろん、テラスでリラックスしていただくことも
可能です。大きな窓からの光を受けながら、上質で快適なウエルネスライフをお楽しみいただけます。
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●ウエディング
パレスホテル東京でのウエディングは、“時代（とき）を超えていく、美しさがある。”をコンセプトに、
経験豊富なウエディングプランナーが中心となって、気品と温もりに満ちた結婚式を形作ります。
一瞬の華々しさだけではなく、時が経つにつれ深まっていく、子供達の世代まで憧れと共に語り
継がれるようなウエディングを実現いたします。
ホテル 5 階に位置するチャペルは、和紙を一枚一枚編みこんだような温もり深いアーチが特徴で
す。天蓋からは自然光が優しく注ぎ込み、やわらかな木漏れ日までもが、お二人の門出を祝福して
いるような雰囲気に包まれます。
3 階の神殿は、日本の伝統を守りながら、「天地創造」をテーマにデザインされました。1 本の木曽
檜から作られた天井部の組子細工が印象的な、荘厳な神殿です。
お料理は、日本全国はもとより世界各国から最上級の旬の素材を厳選し、その素材が最も生きる
調理法を考えて、季節毎にメニューを変えてご用意いたします。主役のお二人のスタイルにあった
ウエディングを実現し、家庭のような温もりと、奥ゆかしさのあるおもてなしでゲストの方々をお迎え
いたします。

チャペル

神殿
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●宴会場
最大で 1500 名様の収容が可能な２階の大宴会場には、高さ 7ｍ、幅 22ｍという大窓を配しました。
4 階の中宴会場には、会場専用のホワイエがございます。やわらかな自然光が溢れる宴のひととき
は、全８室の大・中・小宴会場全てに共通するものです。
最新テクノロジーによる音響や映像、照明設備も完備しております。全宴会場に LAN 回線、電動
昇降式スクリーンおよびプロジェクターを常設しました。大・中宴会場は、映画館並みの高輝度
12,000ANSI ルーメン（輝度）のプロジェクター、および 6,500ANSI ルーメン（輝度）のムービングプロ
ジェクターを常設スクリーンに併せて設置しました。これにより、鮮明かつ見やすい映像の投影が
可能となります。また、常設された LED テーブルスポットライトが、シーンに応じた照明演出を実現
します。さらに、広い会場でも音ずれのない、均一な音響を提供できる壁面・天井スピーカーを採
用しております。大型リフトも導入し、車や大型展示物の搬入が対応可能です。世界有数の企業が
集う東京・丸の内にふさわしい品格と先進性、華やかさのあるレセプションやイベント、国際会議等
にご利用いただけます。
＜宴会場概要＞
宴会場名
2階

4階

㎡

葵（あおい）

1,580 ㎡（ホワイエ含む）

坪

天井高

478 坪

7.0m

梅（うめ）

198 ㎡

60 坪

3.5m

橘（たちばな）

215 ㎡

65 坪

3.5m

萩（はぎ）

150 ㎡

45 坪

3.5m

山吹（やまぶき）

708 ㎡（ホワイエ含む）

214 坪

4.5m

芙蓉（ふよう）

130 ㎡

39 坪

4.0m

撫子（なでしこ）

99 ㎡

30 坪

4.0m

桔梗（ききょう）

84 ㎡

25 坪

4.0m

2階 葵

4 階 山吹
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