2016 年 3 月 2 日
東急ステイサービス株式会社

東急ステイシリーズの旗艦店

「東急ステイ銀座」
東急ステイ銀座」 3 月 7 日オープン！
東急不動産ホールディングスグループの、東急ステイサービス株式会社
東急不動産ホールディングスグループの、東急ステイサービス株式会社(本社
、東急ステイサービス株式会社 本社: 東京都渋谷区 代
表取締役社長
表取締役社長: 髙谷 昌吾、資本金
、資本金: 1 千万
千万)は、2016 年 3 月 7 日（月）、銀座駅
日（月） 銀座駅から徒歩 3 分の立
地に「東
に「東急ステイ銀座
急ステイ銀座」をオープンいたします。
」をオープンいたします。
2015 年の訪日外客数が前年に比べ 47.1％増の
％増の 1,973 万
7 千人となるなど、依然として訪日旅行需要は拡大し続け
ています。最近では日本を訪れる外国人旅行客の旅行ス
タイルも
も変化しており、団体だけでなく、個人、複数人、リ
変化しており、団体だけでなく、個人、複数人、リ
ピーターと、その求められるニーズは多様化しています
ピーターと、その求められるニーズは多様化しています。
。
「東急ステイ銀座」は、東急ステイサービスが都心 16 店
舗で展開する
舗で展開する『滞在型ホテル』
『滞在型ホテル』東急ステイシリーズの旗艦
東急ステイシリーズの旗艦
店として、
として、こうした外国人観光客をはじめとし、国内外のビ
こうした外国人観光客をはじめとし、国内外のビ
シネスや観光
シネスや観光など幅広い層が集まる街・銀座で一人ひとり
など幅広い層が集まる街・銀座で一人ひとり
の宿泊ニーズに合った“居心地のいい”空間を提供してま
の宿泊ニーズに合った“居心地 のいい”空間を提供してま
いります。

＜参考資料＞
◆『東急ステイ』コンセプト
「出張」「研修」「転勤時の一時住まい」「入院患者の長期付添い看護」等、中長期滞在客をメインタ
ーゲットに都内の観光、海外からの旅行者など『
ーゲットに都内の観光、海外からの旅行者など『１泊でも長期滞在でも快適な
１泊でも長期滞在でも快適な空間』を提供すること
１泊でも長期滞在でも快適な空間』を提供すること
をコンセプトとして洗濯乾燥機・電子レンジ・ミニキッチン
（一部タイプ）などを客室内に設置したホテルです。

【西新宿店 客室内の洗濯乾燥機、電子レンジ等 】

――――――――――――――――――――――――「東急ステイ銀座」について
「東急ステイ銀座」について
有名百貨店や高級ブランド店、様々なジャンルの飲食店が立ち並び、多くの人を魅了し続ける銀座
の中心、4 丁目に位置します。昭和通りと晴海通りが交差する三原橋交差点からも視認でき、ビジ
ネスはもとより観光、海外のお客様にも利便性は抜群です。複合的な需要と共に新しいタイプのホ
テルを出店する事で、銀座に新たな風を吹き込みます。

－客室タイプ－
モデレート

スーペリアダブル

レジデンシャルダブル

15 ㎡の洗濯乾燥機付きのシングルルー

18 ㎡の洗濯乾燥機付きのお部屋です。

25 ㎡の洗濯乾燥機・ミニキッチン付きの

ムです。

1,600mm 幅のベッドがあり、お二人でも

ダブルルームです。

1,400mm 幅のベッドがあり 2 名利用も可

ゆったりお泊り頂けます。洗濯乾燥機を

ミニキッチンがあることで、長期滞在にも

能。

完備しており、少ない荷物でご宿泊でき、

活用頂ける東急ステイを代表するお部屋

出張やレジャーにも最適です。

です。

スーペリアツイン

共通設備

エグゼクティブダブル

サータブランドマットレスを採用し快適な
睡眠をご提供致します。ズボンプレッサ
ー、加湿機能付き空気清浄機・インターネ
ット（LAN&Wi-Fi）・40 インチの大型液晶
TV を完備。電子レンジ、洗濯乾燥機（※）
も客室内にございます。

32 ㎡の洗濯乾燥機付きのお部屋です。

25 ㎡のツインルームです。設備はシンプ

※スーペリアツインのみ洗濯乾燥機の設

1,800mm のベッドと独立型のバスルーム・

ルですがその分お部屋の居住性が高く、

備がございません。

洗面台。高層階のみの配置となっており

カップルでもご家族でもゆったりご利用頂

ます。

けます。

－提供サービス－

≪おもてなしコール≫

自分らしい滞在を選択して頂く為、東急ステイ銀座では 3 つ

外国人旅行者とのコミュニケーションを円滑にする多言語通

の新たなサービスをスタートします。

訳サービスです。テレビ電話機能により端末画面に通訳者が

－アメニティが約 30 種類から選べる≪
≪アメニティブッフェ≫
アメニティブッフェ≫

現れ、フェイス to フェイスで三者間通訳を行い、外国人旅行者

1 階ロビーではチェックイン後に、約 30 種類のアメニティをお

の微妙なニュアンスや、表情を捉え様々なニーズに対応する

選び頂けます。バスアメニティ、入浴剤、飲料などその日の

事が可能です。

気分に合わせて、アメニティのセレクトをお楽しみ頂けます。

24 時間、365 日、5 言語（英語、中国語、韓国語、スペイン語、

－お客様自身が、好きなフロア、部屋の位置を選べる

ポルトガル語）に対応しています。

チェックイン時に、お部屋の階数や位置をお客様ご自身で選

利用イメージ：

べます。特別な日のお二人には高層階を、長期滞在では移
動しやすさを重視して低層階で、などご滞在のスタイルに合
わせてセレクト頂けます。
－選べるハウスキーピングルール
東急ステイでは 2 泊以上のご滞在時、タオル交換のみの簡
易清掃がスタンダードでしたが、東急ステイ銀座ではお客様
のご要望に応じて「従来の簡易清掃」「全清掃」「清掃無し」
の 3 タイプからセレクト出来ます。

【店舗概要】
◇所在 :

東京都中央区銀座 4-10-5
東京メトロ丸ノ内線、日比谷線・銀座線「銀座」駅 徒歩 3 分
東京メトロ日比谷線・都営地下鉄浅草線「東銀座」駅 徒歩 1 分

◇延床面積:

6,339 ㎡

◇敷地面積:

534 ㎡

◇規模 :

鉄骨造 地下 1 階地上 15 階建

◇客室数:

191 室

◇テナント:

1 階 「茶 café 竹若」
2 階 「THE STAY GOLD GINZA」

＜東急ステイサービス株式会社＞
＜東急ステイサービス株式会社＞
所 在 地：

東京都渋谷区道玄坂 1-10-5

代 表 者：

髙谷 昌吾

設 立：

1997 年 9 月 18 日

資 本 金：

1 千万円

主な事業内容： 1．ホテル、旅館、スポーツ娯楽施設の経営並びに経営受託、技術援助
2．ホテル・旅館等の企画、設計、建設、補修の請負及び斡旋等
3．料飲業の経営
4．有線電気通信による宿泊、観光案内等情報の提供
5．その他前各号に附帯、関連する一切の業務
U R L：

http://www.tokyustay.co.jp/

◆店舗展開 ※2016 年 3 月 7 日時点
店

舗

数：

都内 17 店舗

客

室

数：

2,445 室

（※東急ステイレジデンス除く）

銀座（2016年3月7日OPEN）

東京メトロ丸ノ内線・日比谷線・銀座線「銀座」駅 徒歩3分 ほか

新宿（2015年5月1日OPEN）

東京メトロ丸ノ内線・副都心線、都営地下鉄新宿線「新宿三丁目」駅 徒歩1分 ほか

新橋

JR各線、都営地下鉄浅草線、ゆりかもめ「新橋」駅 徒歩3分 ほか

蒲田

京浜急行線「京急蒲田」駅 徒歩3分 ほか

池袋

東京メトロ有楽町線・副都心線・丸ノ内線「池袋」駅 徒歩1分 ほか

西新宿

都営大江戸線「西新宿五丁目」駅 徒歩2分 ほか

青山

東京メトロ銀座線「外苑前」駅 徒歩2分

水道橋

JR総武線「水道橋」駅 徒歩3分 ほか

五反田

JR山手線、都営浅草線「五反田」駅 徒歩１分 ほか

築地（旧：東銀座）

東京メトロ日比谷線「築地」駅 徒歩4分 ほか

渋谷新南口

JR各線「渋谷」駅 徒歩2分 ほか

四谷

JR各線、東京メトロ南北線・丸ノ内線「四ツ谷」駅 徒歩3分 ほか

日本橋

JR総武線「新日本橋」駅 徒歩2分 ほか

渋谷

京王井の頭線「神泉」駅 徒歩3分 ほか

用賀

東急田園都市線「用賀」駅 徒歩1分

門前仲町

東京メトロ東西線「門前仲町」駅 徒歩1分 ほか

目黒・祐天寺

東急東横線「祐天寺」駅 徒歩3分
※開業が新しい順

立地：

全店最寄駅から徒歩 5 分以内

