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報道関係各位

東京ステーションホテル
東京駅開業 100 周年記念 ～100 年の感謝を込めて～

東京駅スタッフとホテルスタッフがお届けする、
東京駅初のミッドナイトツアー付きの宿泊プランが登場！！

「 オトナの東京駅物語 」
＜2 回・各 10 室限定、初回は東京駅丸の内駅舎保存・復原工事完成日＞

2014 年 10 月 1 日（水）・11 月 29 日（土）
2014 年 8 月 25 日（月）より販売開始

東京駅丸の内駅舎

東京駅ミッドナイトツアーイメージ （一般のお客様のいない東京駅構内）

東京ステーションホテル（東京都千代田区丸の内 1-9-1）は、2014 年 12 月 20 日（土）に東京駅が開業 100 周年を
迎えるにあたり記念企画として、終電後一般のお客様がいない東京駅のツアーをご体験いただける初の宿泊プラン
「オトナの東京駅物語」（1 室 1 名様 46,000 円/税サ込）を、2014 年 8 月 25 日（月）より販売いたします。
本宿泊プランは、JR 東日本の東京駅と、東京ステーションホテルのスタッフたちが創り上げた企画です。日々東京駅
で働きお客様に接するスタッフたちの“100 年の感謝と、東京駅で記憶に残るひとときをお客様とともに紡ぎたい”という
想いから、プロジェクトが発足。“お客様とワクワクするような試みを”と東京駅のスタッフのアイデアのもと、一般のお客様
がいない東京駅を実際に見学して打ち合わせを重ね、スタッフたち自らが案内する「東京駅ミッドナイトツアー」付きの
宿泊プランを創りました。2 回開催し、初回は東京駅丸の内駅舎保存・復原工事が完成した日の 10 月 1 日（水）に実施
いたします。
宿泊プラン「オトナの東京駅物語」は、1 日に 80 万人を超えるお客様が乗り降りする
“東京駅”が舞台。日本の玄関口・東京駅の深夜を、2 回に限り特別に公開いたします。東京駅
のスタッフによるガイドのもと、一般のお客様がいない新幹線ホームでの記念撮影や、東京駅
最終電車のお見送り、中央線ホームで運が良ければ列車前での記念撮影、そして南ドーム
のレリーフ天井をあおむけで眺めるなど、普段できない体験をこのプラン限定でお楽しみいた
だけます。また、ご希望の方向けに当ホテルの総支配人藤崎 斉（ふじさき ひとし）による
ホテルツアーにご参加いただけます。多くのお客様の想い出の場所として親しまれている
東京駅の中で、東京駅とホテルのスタッフがともに「記憶に残る想い出」をお届けいたします。
東京ステーションホテルは、東京駅丸の内駅舎の中でお客様をお迎えするホテルとして、
東京駅開業 100 周年を盛り上げ、2015 年のホテル開業 100 周年へと繋いでまいります。
また、国指定重要文化財・東京駅丸の内駅舎の保存・復原事業の価値を伝え続けるととも
に、当ホテルならではのおもてなしをホテルスタッフで創り上げ展開してまいります。

東京駅ミッドナイトツアーコースの
南ドーム 1 階

東京駅ミッドナイトツアー付き宿泊プラン
■宿泊日：

「オトナの東京駅物語」

概要

2014 年 10 月 1 日（水）・11 月 29 日（土） ※各日 10 室限定
＊10 月 1 日は、報道関係者の方の取材・撮影により、お客様への御取材やツアーご参加の様子が掲載・放映される場合が
ございますことご了承ください。
＊台風などの突発事項が発生した際は、宿泊プランを中止する場合がございます。その際キャンセル料は頂戴いたしません。

■対象：

20 歳以上の男女 （長時間の歩行が可能な方）

■客室タイプ：

パレスサイドスーペリアツイン A（40 ㎡）、サウスウイングスーペリアツイン A（40 ㎡）

■料金：

1 名 1 室利用で 1 名 46,000 円／2 名 1 室利用で 1 名 30,000 円
＊いずれも消費税・サービス料・東京都宿泊税込み

■特典：

・終電後の東京駅ミッドナイトツアー
・東京駅ミッドナイトツアー時の記念写真プレゼント
・ホテル総支配人によるホテルツアー （チェックイン日。希望制）
・東京駅ミッドナイトツアー後の夜食セット
・ゲストラウンジ「アトリウム」でのブレックファストブッフェ
（ランチに変更可）

・レイトチェックアウト （15 時まで）
・東京駅ガイドブックプレゼント

パレスサイドスーペリアツイン A

＊いずれもご宿泊人数分
＊記念写真は後日郵送となります

■予約開始日：

2014 年 8 月 25 日（月）10:00 より

■予約方法：

電話：03-5220-1112 （宿泊予約）
特設サイト：http://www.tokyostationhotel.jp/tokyostation-tour/

（8/21 15:00 より開設）

＜東京駅＆ホテルのスタッフと巡る、東京駅ミッドナイトツアー 見どころ＞
＊当日の状況により、ツアーの内容やスケジュールなどが変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。

Scene 1 東京駅最終電車のお見送り ＠山手線 5 番ホーム
品川止まり 1:03 発の山手線をお見送りします。普段は列車に乗るホームで“乗る
のではなく、見送る”という、いつもとは異なるシーンを体験。不思議な感覚に包まれ
ます。
＊当日の列車運行状況により、時間が変更になる場合がございます。

Scene 2 “ゼロキロポスト”見学 ＠5・6 番線（京浜東北・山手線）ホーム
新幹線や東海道線、中央線、総武線などの起点は全て東京駅。その位置を示す
のが「ゼロキロポスト」です。中でも 1969 年に設置された 4 番線と 5 番線の間にある
“ブロンズ製ゼロキロポスト”をじっくりと見学。「東京駅が日本の鉄道の起点」を感じる
体験です。

Scene2 ゼロキロポスト （イメージ）

Scene 3 まるで“貸し切り”のドームレリーフ見学 ＠南ドーム 1 階
普段改札口を行き交う人々で賑わう南ドーム 1 階。東京駅の外に繋がる出入口の
シャッターを閉めたあとは無人に。床に横になると、2012 年に復原されたドーム
レリーフの美しい姿が目の前に広がります。東京駅スタッフの説明とともにご覧いた
だける貴重な体験です。 （記念撮影あり）

Scene 4 誰もいない新幹線ホーム ＠新幹線第 1 ホーム
東北へ向かう新幹線が発着する、全長約 350ｍにおよぶ新幹線ホーム。なかでも
新幹線第 1 ホームは高い位置にあるため、東京駅全体を見渡せる光景を楽しめ
ます。旅の記憶へと誘われるかのような郷愁に。

Scene 5 運が良ければ！停泊している列車前で記念撮影 ＠中央線ホーム
東京駅丸の内駅舎に隣接し、東京駅の中で最も高い位置にあるホーム。深夜の
八重洲側の眺望を見ながら、運が良ければ停泊している中央線列車前で記念撮影
が叶います。

Scene3 南ドームレリーフの天井

＜東京ステーションホテル総支配人藤崎 斉による、ホテルツアー＞
宿泊者専用エリアのゲストラウンジ「アトリウム」やドームレリーフが比較的間近に見える
「アーカイブバルコニー」、東京駅の中央に位置し窓から行幸通りが見渡せる特別室
「ロイヤルスイート」など、総支配人自らセレクションしたホテルエリアをご案内いた
します。 （希望制）
宿泊者専用のゲストラウンジ「アトリウム」の
赤レンガ壁

＜当日スケジュール （予定）＞
Contents

Time
15:0017:00

Area

チェックイン＆Free Time

ホテル総支配人によるホテルツアー

＊希望制

ホテル内

Free Time

0:30

東京駅ミッドナイトツアー 集合

ゲストラウンジ「アトリウム」

東京駅構内に移動

1:03

東京駅最終電車のお見送り

山手線 5 番ホーム

1:08

ゼロキロポストの見学

5・6 番線（京浜東北・山手線）ホーム

1:25

南ドームのレリーフ見学

南ドーム 1 階

1:50

“大鷲”の彫刻の説明

丸の内南口改札口横

2:00

誰もいない新幹線ホーム見学

新幹線第 1 ホーム

2:15

“銀の鈴”で Tea ブレイク＆質問タイム

銀の鈴

2:45

中央線で記念撮影

中央線ホーム

3:20

Tour 終了

＊当日の状況により、ツアーの内容やスケジュールなどが変更する場合がございます。

参考
東京ステーションホテル
1915 年 11 月 2 日東京駅の中に、客室数 58 室、宴会場を備えたヨーロッパスタイル
のホテルとして開業。壮麗な建築と当時最先端の設備で、国内外の多くの賓客
を迎える。戦時の空襲による東京駅一部焼失で休館、1951 年に営業を再開。
川端康成や松本清張、江戸川乱歩など多くの文豪が宿泊するなど、名門ホテル
として多くのお客様にご利用いただく。東京駅丸の内駅舎の保存・復原事業に
伴い 2006 年に休館。約 6 年半の時を経て全施設を改装し、2012 年 10 月 3 日
再び開業。ヨーロピアンクラシックを基調とした 150 の客室、10 のレストラン＆バー、
フィットネス＆スパ、宴会場など、都市型ホテルとしての機能を備える。東京で運営
するホテルとしては 2 番目に歴史があり、国指定重要文化財の中で宿泊を提供
ロビーラウンジ

するホテルとして国内唯一。2015 年の来年 100 周年を迎える。

＜本件に関する報道関係者様のお問い合わせ先＞
東京ステーションホテル 広報担当 濱 純子
TEL：03-5220-1915

FAX：03-5220-0513

