
チェックイン 15:00 /チェックアウト 12:00

東京観光のアクセス拠点としても

最適なロケーション。 

約束するのは、ゆったりとした

プレミアムな寛ぎ。

ＭＩＬＬＥＮＮＩＵＭ × ＭＩＴＳＵＩという

日本初新しいホテルのクオリティです。 

江戸の老舗とグローバル
ブランドが交差する街、 
「銀座」に誕生。 
大都会の真ん中で、 
ゆとりあるひとときを。

〒104-0061  東京都中央区銀座5-11-1

TEL: 03-3549-3331  FAX: 03-3248-1255
https://www.gardenhotels.co.jp/

millennium-tokyo/

ロビー

客室イメージ レストラン



【37.7m2】デラックスコーナーツイン
ホテル上層階の一部にのみございます、上位タイプのツインルームです。ベッド2台でもゆとりあるスペースを実現し快適に
お過ごし頂けます。

モデレートクイーン
全室において2 0 m ²以上のゆとりある客室且つ、
1600mmサイズのダブルベッドを設置し、快適なホテル
ライフをお約束致します。

【20.0m2】

スーペリアコーナーツイン
全30m²を超える余裕の空間は、お客様にゆったりと優
雅な一時をお届けし快適にお過ごし頂けます。

【31.4m2】 コーナートリプル
ベッド３台全て正ベッドでご用意致しており、ご家族、グ
ループでのご利用に便利です。

【37.7m2】

【26.0m2】スーペリアツイン
全室晴海通りに面し、広 と々したお部屋は、快適にゆったりとお寛ぎ頂けます。ご夫婦やお友達同士でのご利用に最適で
す。

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

●綿棒
●シャンプー
●リンス

●ボディソープ
●フェイス・ハンドソープ

●お茶セット
●ナイトウェア

【21.5m2】コンフォートクイーン
ホテルの中心に位置するお部屋は、静かなプライベート空間
をお客様にご提供致します。バスタブの代わりにシャワーブー
スを配備し、ゆとりある客室スペースを実現しました。

【21.8m2】アクセシブルダブル
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。

※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



『日本の食文化を未来に繋げる』
日本全国津々浦々。日本文化の良き『食』と守るべき『文化』を厳選し、世界に発信する日本の『食文化』。
その日本の食文化として伝えたい精神が『里山思想』です。
自然の恵みとその美味しさを最大限に活かす最小限の調味料と調理法。
海にも山にも、そして四季にも恵まれた日本ならではの食文化を大切に、
厳選された酒と旨みをお届けいたします。
朝食は、季節の素材をふんだんに取り込んだ洋食・中華メニューと、
体験型の和のコンテンツをお楽しみ頂けるブッフェをご用意しております。

レストラン 現代里山料理 ZEN HOUSE 【B1F】

営業時間

Information

朝　食 和洋中ビュッフェ　　　 ご宿泊者　3,080円（税込）／一般　3,300円（税込）

禁煙／喫煙 全席終日禁煙

座席数 68席  半個室あり

朝食
ランチ
カフェ
ディナー〈月～土･祝前日〉

〈日･祝〉

06：30～10：00（最終入店 09：30）
11：00～15：00（最終入店 14：30）
15：00～17：00 ※土･日･祝のみの営業となっております。

17：00～23：00（最終入店 22：00）
17：00～22：00（最終入店 21：00）

電話番号 03-6260-6851

フロア B1F

Restaurant



● 東京メトロ日比谷線「東銀座駅」Ａ１番出口より徒歩1分
● 東京メトロ「銀座駅」Ａ5番出口より徒歩2分
● ＪＲ山手線「有楽町駅」中央口より徒歩約１０分

● JR東京駅八重洲口より車で約10分
● 首都高速（環状線）銀座出口より3分
駐車場はございません。近隣の駐車場をご案内致します。

● 首都高速（環状線）汐留出口より5分

〒104-0061 東京都中央区銀座5-11-1  TEL: 03-3549-3331  FAX: 03-3248-1255
https://www.gardenhotels.co.jp/millennium-tokyo/

チェックイン 15:00 /チェックアウト 12:00

電車

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にて
　「東銀座駅」まで約30分
● リムジンバスで40分（東京駅八重洲南口着）

成田空港をご利用の場合
● リムジンバスで約90分
　（コートヤード・マリオット銀座東武ホテル停留所から徒歩約4分）
● 成田エクスプレスで約80分（「東京」駅にてJR山手線に
　乗り換え「有楽町」駅下車　徒歩約10分）
● 京成特急スカイライナーで約70分（「京成上野」駅にて
　地下鉄銀座線に乗り換え「銀座」駅下車　徒歩約2分）

空港から

～ホテルから近い観光スポット～

● 東京タワー・・・・・  都営大江戸線 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
● 築地市場 ・・・・・・  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2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） 

ホテルインフォメーション

レストラン 現代里山料理 ZEN HOUSE 【B1F】

● 朝食
● ランチ
● カフェ
● ディナー

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・

・・・・・・・・・・・・・

06：30～10：00（最終入店 09：30）
11：00～15：00（最終入店 14：30）
15：00～17：00 ※土・日・祝のみの営業となっております。

17：00～23：00（最終入店 22：00）
17：00～22：00（最終入店 21：00）

〈月～土・祝前日〉

〈日・祝〉

● TEL.03-6260-6851

東京メトロ日比谷線
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ドトール

ミレニアム 三井ガーデンホテル
東京

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/2K87BDkbFjPxhPfs7
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