
〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町11-3

チェックイン 15:00 / チェックアウト 11:00

客室バルコニー

1Fロビー1Fロビー レストラン

豊かな緑を湛える都心屈指のオアシスに寄り添い

スポーツやアートなどのアクティビティが愉しめる

環境にご用意したのは、滞在される方の心と体を

リカバリーする客室や館内施設です。

杜の別荘で過ごすような、

ホテルステイの新しいスタイルを提案します。

都心とは思えない
心澄む時間を
神宮外苑で。

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

TEL: 03-5786-1531  FAX: 03-5786-1533



Guest room information

ジュニアスイートツイン 【50.9m2】
客室の広さは50m²超、最上階にあるので都心の絶景を広く見渡すことができます。
非日常な大人の旅を演出するプライベートバルコニーやミニバーを設けたお部屋です。

ジュニアスイートキング 【46.5m2】
ワイドなソファとミニバー、プライベートバルコニーを設置したゆとりあるお部屋。
最上階ならではのダイナミックな眺望を楽しめます。

デラックスツイン 【38.0m2】
2方向に視界が開かれたL字型バルコニーを併設したお部屋。
都心に広がる緑豊かな杜や煌めきの夜景も満喫しながらくつろげます。

モデレートツイン 【24.7m2】
スポーツ観戦やシティクルーズなど、ご友人との東京旅行
の拠点として最適なツインルーム。ゆとりのあるリビング
セットも設置しています。

モデレートクイーン 【22.0m2】
都心のお洒落な別荘で過ごすような、お二人の贅沢な時
間を満喫。アームチェアと足乗せ用オットマンでゆったり
とくつろげます。

スーペリアコーナーツイン（キッチン付） 【30.0m2】
フロアのコーナーに位置するプライバシー性の高いお部
屋。長期滞在のために、朝食や軽食に対応したミニキッ
チンを備えています。

スーペリアコーナーツイン 【30.0m2】
窓からの景色も楽しみなコーナーツインタイプは足を伸
ばしてくつろげるワイドなソファや、語らいを深めるミニ
バーを備えています。

アクセシブルクイーン 【22.0m2】
車椅子の方やご高齢の方など、全てのお客様に安心し
てくつろいでいただけように、ユニバーサルタイプのゆとり
あるバス・洗面・トイレを配しています。

モデレート 【18.5m2】
東京出張やお一人様のご宿泊に最適なシングル。コン
パクトで機能的なお部屋に、ワイドTVやくつろぎのミニ
バーも設置しています。

※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。

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
● シャンプー
● コンディショナー
● ボディソープ

● コーヒー
● 緑茶
● ミネラルウォーター
● ナイトウェア



Information

イタリア料理の文化や地域性と、日本らしさの粋を融合させた和洋料理の
数々。 テラスからは緑豊かな景色を眺めることができ、開放感と落ち着いた雰
囲気の中お食事を楽しめます。 朝食は併設されたベーカリーの焼き立てパン
や、薪釜オープンキッチンで炙った自家製ハムやベーコン、スムージー等もご用
意しております。

レストラン 【1F】
RISTORANTE & BAR E'VOLTA
（リストランテ＆バー エボルタ）

ホテル館内に併設する本格的なベーカリーキッチンで毎朝焼き立てのパンをご提供いたします。
ホテル宿泊のお客様だけでなく、周辺にお住まいの方やお立ち寄りの方々にもテイクアウトで
お愉しみいただけます。

ベーカリー 【1F】
THE GROVE BAKERY
（ザ・グローブベーカリー）

Restaurant & Bakery

1F

03-5843-1841

08:00～20:00

※料理内容・サービス時間帯については変更の可能性がございます。予めご了承ください。

フロア

電話番号

営業時間

備　考

和洋ビュッフェ    2,750円（税込）

1F

03-5843-1841

朝  食

ランチ

朝食時：店内92席 テラス28席／通常営業時：店内95席 テラス28席

全席終日禁煙

※料理内容・サービス時間帯については変更の可能性がございます。予めご了承ください。

06:30～10:00 （最終入店 09:30）

11:30～16:00 （最終入店 14:00）

朝食

フロア

電話番号

営業時間

座席数

禁煙／喫煙

備　考

Information

14:30～16:30 （最終入店 16:00）カフェ

17:30～22:00 （最終入店 21:00）
［ラストオーダー コース 20:00／アラカルト 21:00］ディナー



Facilities

大浴場 【2F】

宿泊者専用：無料

2F

15：00～25：00 / 06：00～09：00

シャンプー・リンス・ボディソープ

料　金

フロア

利用時間

備品・アメニティ

※客室のナイトウェアとスリッパでご利用いただけます。
※泥酔者および刺青（入れ墨）・タトゥーをされている方のご利用・ご入場は
　お断りしております。

Information

備　考

手足を思い切り伸ばして、今日の疲れを癒すひとときを。
宿泊者専用の大浴場をご用意いたしました。

ダイアログ・イン・ザ・ダーク 【2F】
漆黒の暗闇の杜で、禅の思想をベースとしたマインドフルネスを体験できます。
身体感覚を研ぎ澄まし、自分と対話する特別な時間をお過ごしください。

Information

フィットネスルーム 【2F】

Information

神宮外苑の緑豊かな自然を眺めながら、ワークアウトをお楽しみいただけます。

ルーフトップテラス 【13F】

2F

WEBサイトをご確認ください

https://did.dialogue.or.jp/totonou

フロア

料　金

利用時間

定休日

WEBサイト

Information

宿泊者専用：無料

13F

08:00～22:00

料　金

フロア

利用時間

ゲストラウンジ 【2F】
Information

宿泊者専用：無料

2F

08:00～22:00

料　金

フロア

利用時間

宿泊者専用：無料

2F

06:00～22:00

ウォーターサーバー、トレッドミル（ランパーソナル）×2台
クロストレーナー×2台、バイク×2台
クランチベンチ（腹筋用）×1台、ローイングマシン×1台
ストレッチポール、エクササイズマット　他

料　金

フロア

利用時間

設　備

※ロッカー、シャワールームはございません。
※トレーニングウエアー、シューズ等はお客様ご自身でご用意ください。
※16歳未満のお子様のご利用は安全上の理由により、ご遠慮ください。

※現在コロナ禍の為、営業を休止しております

備　考
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三井ガーデンホテル
神宮外苑の杜プレミア

JR信濃町駅

JR千駄ヶ谷駅

〒160-0013 東京都新宿区霞ヶ丘町11-3  TEL: 03-5786-1531  FAX: 03-5786-1533
https://www.gardenhotels.co.jp/jingugaientokyo-premier/

チェックイン 15:00 / チェックアウト 11:00

● JR中央線快速ご利用にて東京駅より約4分、御茶ノ水駅にてJR総武線に乗り換え約10分、
   JR中央・総武線信濃町駅下車徒歩約6分

● 都営地下鉄大江戸線ご利用にて新宿駅より約4分、国立競技場駅下車徒歩約1分

● JR中央・総武線ご利用にて新宿駅より約4分、JR千駄ヶ谷駅下車徒歩約5分

電車

● 仙台からお越しの場合

● 名古屋からお越しの場合

● 大阪からお越しの場合

東北・北海道新幹線ご利用で約2時間（「東京」駅下車）

東海道・山陽新幹線ご利用で約2時間（「品川」駅下車）

東海道・山陽新幹線ご利用で約3時間（「品川」駅下車）

・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・

新幹線

● 首都高速新宿線　外苑出口より4分

車

羽田空港をご利用の場合
● 京急羽田空港線ターミナルより
　京急空港線快速特急ご利用で大門駅まで約30分、
　大門駅で都営大江戸線にお乗換え約11分

● リムジンバスご利用で約45分、
　新宿駅で都営大江戸線にお乗換え約4分

成田空港をご利用の場合
● JR成田エクスプレス・JR線で約1時間20分、
　新宿駅で都営大江戸線にお乗換え約4分

● リムジンバスご利用で約1時間20分、
　新宿駅で都営大江戸線にお乗換え約4分

空港から

～ホテルから近い観光スポット～

■ 主な観光地

● 新国立競技場･･ホテルより徒歩約1分
● 東京体育館････ホテルより徒歩約3分
● 聖徳記念絵画館 ホテルより徒歩約6分
● 新宿御苑･･････ホテルより徒歩約10分または
　　　　　　　　 タクシーにて約5分
● 新宿駅 ････････都営地下鉄大江戸線
　　　　　　　　 「国立競技場」駅より約4分

● 明治神宮･･････ホテルより徒歩約18分または
　　　　　　　　 タクシーにて約10分
● 原宿駅 ････････ JR総武線「千駄ヶ谷」駅より約2分、
　　　　　　　　 「代々木」駅にてJR山手線に乗り換え約3分
● 東京タワー･････ホテルより電車で約15分、
　　　　　　　　 「赤羽橋」駅より徒歩約15分
● 六本木ヒルズ･･･ホテルより電車で10分、
　　　　　　　　 「六本木」駅より徒歩約5分
● 六本木駅･･････都営地下鉄大江戸線
　　　　　　　　 「国立競技場」駅より約4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

ダイアログ・イン・ザ・ダーク 【2F】
WEBサイトをご確認ください
https://did.dialogue.or.jp/totonou

フィットネスルーム 【2F】
● 料金
● 利用時間

宿泊者専用・無料
06：00～22：00

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

ルーフトップテラス 【13F】
● 料金
● 利用時間

宿泊者専用・無料
08：00～22：00

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

大浴場 【2F】
● 料金
● 利用時間

宿泊者専用・無料
06：00～09：00 / 15：00～25：00

・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・

ベーカリー 【1F】
THE GROVE BAKERY（ザ・グローブベーカリー）
● 営業時間 08：00～20：00・・・・・・・・

レストラン 【1F】
RISTORANTE & BAR E'VOLTA
（リストランテ＆バー エボルタ）
● 朝食
● ランチ
● カフェ
● ディナー

06：30～10：00 （最終入店 09：30）
11：30～16：00 （最終入店 14：00）
14：30～16：30 （最終入店/ L.O. 16：00）
17：30～22：00 （最終入店 21：00）
 （コースの場合、最終入店 20：00）

・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・

Access Map

ゲストラウンジ 【2F】
● 料金
● 利用時間

宿泊者専用・無料
08：00～22：00

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・

※現在コロナ禍の為、営業を休止しております

https://goo.gl/maps/HwaTF284RmWybowE9
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