
〒104-0061 東京都中央区銀座8-13-1

チェックイン 15:00 / チェックアウト 12:00

ロビーロビー

朝食イメージ レストラン

1階からシャトルエレベーターで

16階ロビーに降り立つと、

洗練された空間と美しい景色が

目の前に広がります。

アースカラーをベースにスタイリッシュに

デザインされたその空間は、

落ち着きに満ちたステイをお約束致します。

銀座で一番高い場所で
煌めく夜景とともに
くつろぎのひとときを。

https://www.gardenhotels.co.jp/
ginza-premier/

TEL: 03-3543-1131  FAX: 03-3543-5531



Guest room information

スーペリアビューバスクイーン 【23.3m2】
東京タワーや東京スカイツリーを望む美しい夜景を見ながら、バスタブに身を委ねゆったりと
心身をほぐす、癒しのビューバスタイプのダブルルームです。

デラックスビューバスツイン 【30.1m2】
ゆったりと心ゆくまでの入浴タイムをお楽しみいただきながら、美しい東京の夜景、
東京スカイツリーを堪能できる、ビューバスタイプのツインルームです。

モデレート 【18.5m2】
銀座周辺の眺望を楽しみながら、快適な高速インターネット環境を活用して充実の
ステイを。シティクルーズやビジネスユースの拠点として最適なシングルルームです。

モデレートクイーン 【20.4m2】
二人掛けソファもご用意し、銀座エリアの美しい眺望を
ゆったりとお楽しみいただけるくつろぎのダブルルーム
です。広いベッドを独り占めして、シングルユースにも。

デラックスキング 【31.0m2】
お部屋もベッドもバスタブも、広々。ゲートブリッジ等の
東京の美しい夜景を、入浴しながら楽しめる、ビューバス
タイプのダブルルームです。

エグゼクティブツイン 【40.0m2】
銀座エリアでいちばん高い場所、最上25階の特別フロア。
専用セキュリティを完備して、静かな時間をお過ごしいただ
ける、6室だけのプレミアツインルームです。

アクセシブルクイーン/ツイン 【23.2m2】
車椅子の方、ご高齢の方など全てのお客様に安全で
快適なホテルライフをお過ごしいただける機能的な
お部屋です。

モデレートツイン 【24.0m2】
南東からの日差しも心地よく、快適な眠りとお目覚めを
お届けするスタンダードタイプのツインルームです。
ご夫婦やカップル、ご友人同士など、お二人でお気軽に。

※本客室の面積はPS（パイプスペース）を含む壁芯で計算し、小数点第2位以下を切り捨てた概算の表示です。
※ベビーベッドは台数に限りがございますので、事前にお問い合わせください。
※チェックイン時に前払い精算をお願いしています。　※サービス料はいただきません。

全館無線LAN完備
客室やロビー、レストランなど、無線LANによるインターネット接続(無料)を完備。
スマートフォンやタブレット端末も快適にご利用頂けます。客室では、有線LANに
よるインターネット接続も可能です。（LANケーブルは各客室にご用意しております）
パソコンの貸し出しはしておりませんのでご了承ください。

インターネット接続

アメニティ ● 歯ブラシセット
● レザー
● ヘアブラシ
● シャワーキャップ

● コットン＆ヘアゴム
● 綿棒
● シャンプー
● コンディショナー

● ボディソープ
● フェイス・ハンドソープ
● ナイトウェア
● ミネラルウォーター

● コーヒー
● お茶セット
● フレーバーティー

スーペリアツイン 【26.0m2】
高層階からの眺望を楽しみながら、くつろぎのひとときを
ゆったりとお過ごしいただける、広めのツインルームです。
エキストラベッドで３名様までご利用いただけます。



Information

「日本らしさ（JAPAN－NESS）の“粋”」をコンセプトにしたオールデイダイニング。
和洋料理でご用意する朝食ビュッフェをはじめ、ランチにはプリフィックスコースを、
ミール5種とデザート6種の充実のアフタヌーンティー、
イタリア料理の伝統を守りながら、新しいエッセンスを加えたディナーコース等、
1日を通して様々なひと時を演出いたします。
窓一面からは、時間とともに移り変わる美しい東京の景色が望めます。

レストラン 【16F】
RISTORANTE E’VOLTA –il cielo-

カウンターには、樹齢600年の「花梨」を使用。昼はラウンジ、夜はバーとして銀座の景観を一望。
シックな空間で都会の喧騒を忘れ至福のひとときをお過ごし下さい。

Restaurant & Bar

16F

03-3543-3153

ラウンジ　09:00～17:00

※テーブルチャージが時間帯によって別途要

バー　17:00～26:00 （最終入店 25:30）

フロア

電話番号

営業時間

備　考

32席

喫煙可

座席数

禁煙／喫煙

和洋食ビュッフェ    2,750円（税込）

16F

03-3543-3381

朝  食

ランチ

カフェ

123席

※ディナーは10%のサービス料を別途頂いております。

06:30～10:00 （最終入店 09:30）

12:00～14:00 （最終入店 14:00）

14:00～16:00 （最終入店 15:30）

朝食

フロア

電話番号

営業時間

座席数

備　考

Information

17:30～22:00
［最終入店 コース料理 20:00／アラカルト・ドリンク 21:00］ディナー

バー 【16F】
Cocktail KARIN
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三井ガーデンホテル
銀座プレミア

〒104-0061  東京都中央区銀座8-13-1  TEL: 03-3543-1131  FAX: 03-3543-5531
https://www.gardenhotels.co.jp/ginza-premier/

チェックイン 15:00 / チェックアウト 12:00

羽田空港をご利用の場合
● 車で約25分
● リムジンバスで40分（東京駅八重洲南口着）
● 京浜急行線エアポート快速特急で35分
● 東京モノレール、山手線利用で約30分（新橋駅下車）

成田空港をご利用の場合
● リムジンバスで約80分（ホテル前着）
● 成田エクスプレスで約65分（東京駅乗換）
● JR総武快速・成田線（快速）利用で約95分（新橋駅下車）

空港から

～ホテルから近い観光スポット～

■ 主な観光地

● 東京タワー ･････都営地下鉄大江戸線
　　　　　　　　 「汐留」駅より赤羽橋へ約5分
　　　　　　　　 （ホテルから歩く時間含む15分）
● 浜離宮庭園 ･･･ホテルより徒歩10分
● 皇居 ･･････････ホテルより徒歩で約20分
● 歌舞伎座･･････ホテルより徒歩10分

● お台場 ････････ゆりかもめ線
　　　　　　　　 「汐留」駅より「お台場海浜公園」駅へ約15分
　　　　　　　　 （ホテルから歩く時間含む25分）
● 六本木ヒルズ ･･日比谷線
　　　　　　　　 「銀座」駅より「六本木」駅へ約10分
　　　　　　　　 （ホテルから歩く時間含む20分）
● 東京スカイツリー 日比谷線
　　　　　　　　 「東銀座」駅より「押上」駅へ約15分
　　　　　　　　 （ホテルから歩く時間含む30分）

詳しいマップはこちらからご覧ください。Google mapへ click!

ホテルインフォメーション

Cocktail KARIN 【16F】
● ラウンジ
● バー

09：00～17：00
17：00～26：00 （最終入店 25：30）
テーブルチャージが時間帯によって別途要

・・・・・・・

・・・・・・・・・・

● TEL.03-3543-3153

外貨両替機  【16F】
その他施設

米ドル、ユーロ、人民幣、韓国ウォン、英ポンド、
豪ドル、台湾ドル

● TEL.03-3543-3381

レストラン 【16F】
RISTORANTE E’VOLTA –il cielo-
● 朝食
● ランチ
● カフェ
● ディナー

06：30～10：00 （最終入店 09：30）
12：00～14：00 （最終入店 14：00）
14：00～16：00 （最終入店 15：30）
17：30～22：00
 （コースの場合、最終入店 20：00）
 （アラカルト・ドリンクの場合、最終入店 21：00）

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

Access Map

● 東京メトロ銀座線「銀座駅」A3番出口より徒歩7分
● 東京メトロ銀座線「新橋駅」1番出口より徒歩4分
● JR山手線「新橋駅」銀座口より徒歩5分
● ゆりかもめ「新橋駅」より徒歩5分

電車
銀座駅からの順路（PDF）
新橋駅からの順路（PDF）

車
● JR東京駅八重洲口より車で約10分
● 首都高速（環状線）銀座・新橋ランプより各3分

● 新橋方面から首都高速出口「新橋」から3分
● レインボーブリッジ方面から首都高速出口「汐留」から5分

銀座三井ビルディング 三井のリパーク駐車場

□ 料金 ･･･････ 普通車 2,000円／ハイルーフ 2,200円（税込・入庫後24時間以内 ※但し、途中出庫された場合は除く）
    　　　　　　　　※地下駐車場にて現金にてご精算ください　

□ 台数 ･･･････ 119台※先着順

□車両制限 ･･･ 車高：1,550mm以下／一部2,050mm以下
　　　　　　　 全長：5,300mm以下　　　  全幅：2,050mm以下　　　※規格内でも一部入庫できない車輌有
　　　　　　　 タイヤ外幅：1,860mm以下　 最低地上高：120mm以上

https://goo.gl/maps/s321sbF1Wxxsq9EC7
https://www.gardenhotels.co.jp/ginza-premier/pdf/mgh-ginzapremier-map.pdf
https://www.gardenhotels.co.jp/ginza-premier/pdf/mgh-ginzapremier-map-shimbashi.pdf

	三井ガーデンホテル 銀座プレミア
	客室情報
	レストラン＆施設
	アクセスマップ

