PRESS RELEASE

2012 年 5 月 17 日
株式会社パレスホテル

～ 都心でありながら
都心でありながら緑
でありながら緑と水に恵まれた絶好
まれた絶好の
絶好のロケーションで
ロケーションで新たな歴史
たな歴史を
歴史を紡ぎます ～

「パレスホテル東京
パレスホテル東京」
東京」が、本日開業
本日開業いたしました
開業いたしました

株式会社パレスホテル（本社：東京都千代田区、取締役社長：小林節）は、本日 5 月１７日（木）、千代田区丸
の内 1-1-1 という都心でありながら緑と水に恵まれた絶好のロケーションに、「パレスホテル東京」を開業いたしま
した。
グランドオープニングセレモニーでは、金管十重奏の高らかな演奏のもと、株式会社パレスホテル 取締役社
長 小林 節、株式会社パレスホテル 名誉会長 吉原 政雄、パレスホテル東京 取締役総支配人 渡部 勝の
ほか、永年に亘りパレスホテルに縁のある宝塚歌劇団様より、雪組 トップスター 音月 桂様、雪組 トップ娘役
舞羽 美海様にもご登場いただき、華やかにテープカットを行いました。

式典では、当社取締役社長 小林 節が、「構想から約 10 年を経て、ようやくこの日を迎えました。今日こうして、
ホテルが再び開業するにあたり、私共はお客様との近くて暖かい距離感を大事に、一日一日新しい歴史を紡い
でいきたいと思っておりますので、今後とも何卒ご愛顧賜りますよう、お願い申し上げます。」と挨拶いたしまし
た。
1961 年に開業したパレスホテルは、建て替えのため 2009 年１月 31 日より約 3 年間一時休館し、同地に新し
いホテル「パレスホテル東京」を建設しておりました。ホテルは、地上 23 階建て、スイート 12 室を含む全 290 室。
フランス料理、日本料理、中国料理など多彩なレストラン＆バーや、宴会場、婚礼施設、日本初上陸の「エビア
ン スパ 東京」を備えております。

「美しい国の、美しい一日がある。Experience the Heart of Japan.」をブランドコンセプトに、「お客様 1 人ひとり
にとって、最上質の日本/東京の一日を提供するホテル」となることを目指すパレスホテル東京に、どうぞご期待
ください。
＜パレスホテル東京
パレスホテル東京に
東京に関する一般
する一般の
一般の方からのお問合
からのお問合せ
問合せ/ご掲載用お
掲載用お問合せ
問合せ＞
パレスホテル東京 TEL: 03-3211-5211（代表） FAX: 03-3211-5280
HP： http://www.palacehoteltokyo.com/

＜報道関係者からのお
報道関係者からのお問合
からのお問合せ
問合せ先＞
パレスホテル東京 PR事務局（株式会社サニーサイドアップ内） 担当： 河井、羽佐田（はさだ）
TEL: 03-6894-3200

FAX: 03-5413-3050
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E‐MAIL： palacehoteltokyo@ssu.co.jp

＜ 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.
●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）
●取締役総支配人
取締役総支配人
渡部 勝 （ワタナベ マサル）
●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
●アクセス
東京メトロ・都営地下鉄「大手町駅」C13 出口より徒歩 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
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●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 3 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ﾌﾟ、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 14 日 【開 業】2012 年 5 月 17 日

エグゼクティブスイート （75 ㎡）

エビアン スパ 東京
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