NEWS RELEASE
藤田観光株式会社 2015 年 4 月 23 日

4 月 24 日（金）新宿駅東口の新たなランドマーク

「ホテルグレイスリー新宿」 ついにグランドオープン！
藤田観光株式会社（本社：東京 代表取締役社長：瀬川 章）は、「ホテルグレイスリー新宿」（東京
都新宿区歌舞伎町 1-19-1）を新宿コマ劇場跡地に 4 月 24 日（金）グランドオープンいたします。
当ホテルは、地上 130ｍ、30 階建てで近隣の建物の中ではひときわ高く新宿歌舞伎町の新たなラ
ンドマークとなる「新宿東宝ビル」内の 8 階から 30 階に位置します。客室は 970 室で、複数名利用
の観光需要に対応するため、ダブル・ツインルームが全体の７割を占めます。訪日外国人の方に
も楽しんでいただけるよう、客室デザインは和モダンで統一しております。
ホテルグレイスリーの旗艦ホテルと位置づける新宿の開業をはじめ、2016 年春に沖縄、秋に京都
寺町と開業が決定しており、今後さらにホテルグレイスリーの出店を加速してまいります。

ホテルの特徴
■心地よさを追求した室内
・客室は、シングルルームで 18 ㎡、ツインルームで 24 ㎡の広々とした客室で、壁面には
木を全面に使用し、温かみのある空間となっております。
・ベッドは、英国王室も認めるスランバーランド社と共同開発したオリジナルベッドを全室
に完備し、身も心も安らげる至福の眠りをお届けいたします。
・バスルームはトイレとは分離したゆったりと寛げる独立型で、小さなお子様も安心して
ご利用いただけます。
・全室に天井埋込形「ナノイー」発生機である Panasonic 「エアイー」を設置しており、気
になるニオイをしっかり脱臭いたします。

■コンセプトルーム

独立型バスルーム（イメージ）

【特設サイト】 http://gracery.com/shinjuku/godzilla.html

・地域に根ざしたホテルとして、東宝株式会社とのコラボレーションによって実現しま
した。

◇ゴジラルーム（1 室）
最上階の 30 階角部屋の 1 室のみで、部屋の細部までゴジラの世界観を体感でき
る、世界にたった一つの客室。ゴジラルームのみの特別アメニティ（タオル、ポーチ、
ペン、メモ帳、フィギュア、限定カード等）を記念としてお持ち帰りいただけます。
料金：7 月～9 月 平日 49,800 円 休前日 59,800 円（税金サービス料込）

◇ゴジラビュールーム（6 室）
8 階テラスの「ゴジラヘッド」の大きさ、リアル感を一番良く見える位置から体感でき
るお部屋。ゴジラビュールームのみの特別アメニティ（タオル、ポーチ等）を記念として
お持ち帰りいただけます。
料金：15,000 円～（税金サービス料込）
TM & ©TOHO CO., LTD.

■コンシェルジュデスク
観光案内や各種手配はもちろん、歌舞伎町商店街振興組合と連携し、お客様それぞれのニーズに応じた安心してご利
用いただける飲食店などの近隣情報をご案内する「コンシェルジュデスク」を設置いたします。

■外国人専用カウンター
英語・中国語・韓国語・タイ語を話せるスタッフを配置し、今後も増加が考えられる外国のお客様に母国語にて対応させて
いただきます。また、パスポートリーダーを導入し、外国のお客様に対してもスムーズなチェックインが可能です。さらに、
ロビーには外貨両替機に加え海外発行カードでの日本円引出サービスに対応した銀行ＡＴＭを設置します。

■スムーズなチェックインシステム
フロントではアイランド形式のカウンターに、レジカードの記入や会計業務全てを自動化した「スマートチェックインシステ
ム」を導入し、スピーディにお客さまをお迎えします。

■セキュリティ
客室キー連動エレベーターや女性専用フロアの設置など、万全のセキュリティ対応で女性の方も安心してご利用いただ
けます。

■インフォメーション
客室内テレビを使ったインフォメーションサービスでは観光情報、ホテル周辺情報も多言語で提供し、情報はご自身のス
マートフォンやタブレット端末でも使用できるため、ホテル外での交通アクセス情報にも活用も可能です。
また、客室テレビでは 6 ヶ国語の海外テレビ放送サービスを行います。
さらにポケット Wi-Fi 貸出サービス（有料）により滞在中の通信環境のサポートもいたします。

シングルルーム

ツインルーム

ホテル概要
名称：
ホテルグレイスリー新宿
所在地： 〒160-8466 東京都新宿区歌舞伎町 1-19-1 （旧新宿コマ劇場跡地）
アクセス： JR 新宿駅東口より徒歩 5 分、西武新宿駅より徒歩 3 分
TEL：
03-6833-2489 （宿泊予約専用）
1階

ホテルエントランス
イタリアンレストラン 「ボンサルーテ KABUKI」
8階
ロビー
カフェテラス 「ボンジュール」
客室
9 階～30 階 客室
部屋タイプ

室数

シングル
レディースシングル
ダブル
コンフォートダブル
レディースコンフォート
ツイン
コンフォートツイン
ユニバーサルツイン
トリプル

240
44
326
49
4
270
18
1
18

面積

ベッド幅

正規料金

（㎡）

（mm）

（サービス料・諸税込）

18
18
18
20/21
20/21
24
32
35
28

1,400
1,400
1,400
1,600
1,600
1,200
1,200
1,200
1,100

20,720円
20,720円
25,040円
28,280円
28,280円
30,440円
39,280円
36,040円
35,940円

全 970 室 （うち禁煙室 706 室）
宿泊総人数 1674 名

直営レストラン
◆イタリアンレストラン 【ボンサルーテ KABUKI】（1 階）
営業時間：
朝食 6：30～10：00 / 夕食 17：30～23：00
客席数：
200 席(店内 164 席 / テラス席 36 席)
朝食：
和洋ブッフェ 1,543 円（消費税・サービス料込み）
夕食：
ピザ窯で焼き上げる本格ピザをメインとしたイタリアン

◆カフェテラス【ボンジュール】（8 階）
営業時間：
6：30～21：00 （朝食 6：30～10：00 / 喫茶 10：00～21：00）
客席数：
102 席(店内 65 席 / テラス席 37 席)
朝食：
サンドウィッチプレート＆ハーフブッフェ 1,543 円（消費税・サービス料込み）
ホテルグレイスリー一覧：総客室数 2,191 室 （内開業予定 295 室）
ホテルグレイスリー札幌 （440 室） 【2006 年開業】 ／ ホテルグレイスリー銀座 （270 室） 【2006 年開業】
ホテルグレイスリー田町 （216 室） 【2008 年開業】 ／ ホテルグレイスリー新宿 （970 室） 【2015 年 4 月 24 日（金）開業】
ホテルグレイスリー沖縄 （198 室） 【2016 年春開業予定】 ／ ホテルグレイスリー京都寺町 （97 室） 【2016 年秋開業予定】

取材に関するお問い合わせ
〒112-8664 東京都文京区関口 2-10-8
TEL：03-5981-7703 ／ FAX：03-5981-7735
藤田観光株式会社

広報部 小宮山 誠 ・ 真田 誠二 ・ 北原 靖子

