
チェックイン 15:00 /チェックアウト 11:00

世界有数の巨大ターミナル、
東京駅のほど近く。

江戸情緒を残す日本橋と
モダン薫る銀座の架け橋として
東京のまん中、京橋の地に

「三井ガーデンホテル京橋」が誕生しました。
レジャー・ビジネスの拠点に
恵まれたロケーション。

客室は、江戸の粋と遊び心が調和した
ゆったりとした空間。

“和”の趣とともにながれる安らぎを心ゆくまで。

それは、都心を「庭」に
旅をするステイタス。

ラウンジ

外観外観 レストラン

〒104-0031 東京都中央区京橋1-3-6

https://www.gardenhotels.co.jp/
kyobashi/

TEL：03-3231-3131  FAX：03-3276-3111



【58.8m2】ジュニアスイートツイン
広々とした空間にはリビングエリアとウォークインクローゼットを配置。バスルーム・パウダースペース・トイレの
3点独立型でゆとりのある空間を創出。ワンランク上の贅沢な空間をお楽しみください。 

モデレートダブル
150cm幅の大きめのベッドを配したダブルルーム。快適
なインターネット環境でビジネスはもちろん、観光の拠点
としても最適です。

【18.0m2】
客室備品やアメニティにこだわったお部屋です。
ダブルベッドとソファを配置した広 と々したお部屋で、
リラックスした時間をお過ごしいただけます。

スーペリアクイーン 【25.7m2】
都会の景色を眺めながら、旅の思い出話に花を咲かせ
て。充実のホテルライフをお約束する、スタンダードなツイ
ンルームです。

モデレートツイン 【23.5m2】

【23.5m2】モデレートクイーン
おふたりのホテルステイに居心地の良さを追求したダブルルーム。ソファでごゆっくり旅の疲れを癒やしてくださ
い。

全館無線LAN完備
客室やロビー、カフェなど、無線LANによるインターネット接続(無料)を完備。

インターネット接続

アメニティ ●歯ブラシセット
●お茶セット

●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

【35.3m2】スーペリアツイン
ゆとりあるスペースにこだわりのアメニティや備品を設置
したツインルーム。
くつろぎのひとときをごゆっくりお楽しみください。

【31.7m2】トリプル
ご家族、親子、ご友人同士のにぎやかな旅に。3名様で
快適にご利用いただけるトリプルルームです。

【25.5m2】アクセシブルダブル
車椅子の方、ご高齢の方、お子様など、すべてのお客様
に安心してお過ごしいただける、機能的なダブルルーム
です。

スーペリア・ジュニアスイートのこだわり
●POLAエステロワイエ（メイク落とし、洗顔、化粧水、乳液）

※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。

Guest room information



江戸×東京を満喫する和洋ビュッフェ　2,420円（税込）

2F

03-6262-6580

朝食　　　 06：30～10：00（最終入店 09：30）

昼食　　   11：30～14：00（最終入店 13：30）※土・日・祝日は休業

ご宿泊者専用ラウンジ  平日 14：30～22：00／土・日・祝日 11：00～22：00

65席

全席終日禁煙

朝　食

フロア

電話番号

営業時間

座席数

禁煙／喫煙

Information

ロビーとラウンジが一体化された、約200㎡のゆとりある空間を演出。

深川飯や削りたての鰹節でとった出汁など、

東京・京橋の地にふさわしい江戸下町の味を中心にここでしか味わえない

和洋約60種類の朝食ビュッフェを取り揃えました。

出来立てのおいしさとともに、朝のひとときをごゆっくりお過ごしください。

カフェ THE LOUNGE 【2F】

Restaurant
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羽田空港をご利用の場合
● 都営浅草線快速にて「宝町」駅まで約25分
● 東京モノレール・JRにて「東京」駅まで約30分
● エアポートリムジンバスにて「東京」駅まで約40分

新東京国際空港（成田空港）をご利用の場合
● 成田エクスプレスにて「東京」駅まで約60分
● エアポートリムジンバスにて「東京」駅まで約80分
● エアポートバス東京・成田（高速バス）にて「東京」駅まで約80分

空港から

～ホテルから近い観光スポット～

電車
● JR「東京」駅八重洲中央口より徒歩5分
● JR「東京」駅八重洲地下街24番出入口徒歩1分
● 東京メトロ銀座線「京橋」駅7番出口より徒歩2分
● 都営浅草線「宝町」駅A5出口より徒歩5分

● 東京メトロ銀座線・東西線、都営浅草線「日本橋」駅
　B3出口より徒歩5分
● 東京メトロ有楽町線「銀座一丁目」駅7番出口より徒歩6分

● 首都高速都心環状線 江戸橋 5分
※ホテルには駐車場はございません。

車
● 首都高速都心環状線 宝町 2分
● 首都高速都心環状線 京橋 2分

三井ガーデンホテル京橋

●東京ディズニーリゾート   ・・・ JR京葉線「東京」駅より
　　　　　　　　　　　「舞浜」駅へ約15分
●築地場外市場 ・・・・・・・・・ 都営浅草線「宝町」駅より
　　　　　　　　　　　  都営大江戸線
　　　　　　　　　　　  「大門」駅→「築地市場」駅へ約14分
●東京スカイツリー   ・・・・・ 都営浅草線「宝町」駅より「押上」駅へ
　　　　　　　　　　　  約25分

●浅草 ・・・・・・・・・・・・ 東京メトロ銀座線
　　　　　　　　   「京橋」駅より「浅草」駅へ約18分
●銀座 ・・・・・・・・・・・・ ホテルより徒歩約10分
●東京国際フォーラム ・・ ホテルより徒歩約10分
●皇居外苑 ・・・・・・・  ホテルより徒歩約15分
●上野 ・・・・・・・・・・・・ 東京メトロ銀座線
　　　　　　　　   「京橋」駅より「上野」駅へ約10分

ホテルコンセプト
江戸の粋を現代に昇華させる「京橋モダン」がデザインコンセプト 
かつて京橋は、日本橋と並ぶ名橋として、日本橋から東海道にて京都方面に向かう街道で最初に渡る橋として重要な意味を持って
いました。その象徴として描かれたのが、歌川広重の「各所江戸百景」のひとつ、「京橋竹がし」の浮世絵です。その歴史と文化を尊重
し、三井ガーデンホテル京橋は「京橋モダン」をデザインコンセプトとしてホテル全体で京橋の歴史、江戸文化を現代的に表現しまし
た。 

遊び心を効かせ江戸庶民の文化を取り入れた客室デザイン 
ホテル内は、「京橋モダン」をコンセプトに「活」、「樂」、「和」の要素を抽出し、シンプルでモダンな“江戸の粋”を表現しました。客室は
紫檀色（したんいろ）を基調にシンプルで洗練された中に、“判じ絵”をデザインに取り入れるなど、遊び心を効かせた江戸庶民の文
化を意識したデザインです。外国人の方にも国内観光客の方にも印象的でリラックスできる空間となっています。 

浮世絵「京橋竹がし」をイメージした外観・エントランスデザイン 
外観は、「京橋竹がし」の浮世絵に描かれる竹河岸をイメージしたシャープなストレートラインのデザインです。また、エントランスの
アートウォールにも壁一面を用いて「京橋竹がし」を現代的に表現しています。ゲートを一歩中に入ると都会の喧騒から離れ、江戸の
雰囲気に包まれます。
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Access Map

詳しいマップはこちらからご覧ください。Google mapへ click!

https://goo.gl/maps/qAnqdmqiEPN2
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