
上野駅からほど近い便利な立地に
プライベート性の高い

デザイン性豊かな滞在空間をご用意しました。

大切なゲストに、
記憶に残る「おもてなし」を。

ロビー

客室イメージ レストラン

〒110-0015 東京都台東区東上野3-19-7

チェックイン 15:00 / チェックアウト 11:00

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

TEL: 03-3839-1131  FAX: 03-3839-1605



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。客室では、有線LANによるインターネット接続も可能です。インターネット接続

アメニティバー
(エレベーターホール設置)

客室備品/設備
● 加湿機能付空気清浄機
● シャンプー
● リンス
● 紅茶

● 歯ブラシセット
● レザー
● 綿棒

● コットン＆ヘアゴム
● ヘアブラシ

● シャワーキャップ
● ボディウォッシュタオル

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

● ボディタオル
● コーヒー
● お茶セット
● ヘアドライヤー

※本客室の面積はＰＳ（パイプスペース）を含む壁芯で計算した概算の表示です。※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。※別途宿泊税が必要になります。

Guest room information

モデレートダブル 【18m2】
18m²のお部屋に、幅140cmでゆとりのベッド。ビジネス・観光をサポート致します。

スーペリアツイン 【25m2】
観光や芸術鑑賞の余韻にひたりながらゆっくりお寛ぎいただけるように、
ティーテーブルと椅子をご用意し、室内の快適性を追求しました。

パンダルーム® 【25m2】
上野動物園の人気者をイメージそのまま、パンダに包ま
れたやさしい空間にアレンジ。小さなお子様連れのファミ
リーやカップルにオススメのお部屋です。 

モデレートツイン 【22m2】
幅110cmのベッドを2台ご用意したツインルーム。落ち着
きのあるウッドベースの内装で安らぎのお時間を提供致
します。

モデレートクイーン 【18m2】
164cmのゆったりとしたクイーンベッドでビジネス・観光
をサポート致します。

スーペリアクイーン 【20m2】
広めのお部屋にクイーンベッドを配し、ビジネス・観光を
快適にサポート致します。

アクセシブルツイン 【22m2】
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。



イタリアンをベースにした新しい料理を常にお客様にご提供しています。
自由でフランクな佇まいが生み出す、心地よい食の時間をお愉しみください。

レストラン ボスコ・イル・キャンティ

“緑・文化・歴史・芸術”を意識した滞在空間

豊かな緑に包まれた上野の森は芸術や文化の薫り高い処。
それゆえ、ホテルにもその空気感を受け継ぐような、もうひとつの上野の森でありたいと考えます。
テーマは「森の住人」。
東京芸術大学出身の3名のアーティストによるアートやオブジェを館内各所に配しています。

「妖精のおもてなし」
Fairies’s Hospitality

アーティスト ： 佐治真理子
設置場所 ： 1階ロビー、エレベーター内、各階エレベーターホール

「生命の予感」
Birth of Life

アーティスト ： 木下哲人
設置場所 ： スーペリアツイン

「良き隣人たち」
Good Neighbors

アーティスト ： 桐山征士
設置場所 ： 各階パブリックスペース

アートスペース

和洋バイキング お一人様
ご宿泊者1,650円（税込）／一般1,760円（税込）

1F

03-3831-3993

朝食

ランチ

ディナー  月～金曜

            土・日・祝日

56席

全席禁煙

ランチ・ディナーの時間帯、休業する場合がございます。

07：00～10：00（最終入店 09：30)

11：30～15：00（最終入店 14：30）

17：30～23：00（最終入店 22：30）

17：00～22：30（最終入店 22：00）

朝食

フロア

電話番号

営業時間

座席数

禁煙／喫煙

Information

Restaurant & Facility
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● JR「上野」駅中央改札左手浅草口より徒歩2分 ● 京成「京成上野」駅より徒歩6分

● 東京メトロ銀座線・日比谷線「上野」駅
   1番出口より徒歩1分

電車

ホテルインフォメーション

レストラン
ボスコ・イル・キャンティ 【1F】

● TEL.03-3831-3993

● 朝食 ・・・・・・・・ 

● ランチ ・・・・・・ 

● ディナー ・・・・

深夜におけるホテル館内安全のため、１階ホテル正面玄関を深夜1時～早朝６時まで施錠させていただきます。
1時以降のご入館の際、１階正面玄関脇でカードキーをご利用いただくか、インターホンをご利用ください。

● モノレール浜松町下車、JR「浜松町」駅から
　 JR「上野」駅下車約40分

● 京成線「成田空港」駅から「京成上野」駅まで
　京成スカイライナーで約45分

空港から

～ホテルから近い観光スポット～

● 東京スカイツリー・・・・・・・・地下鉄銀座線浅草駅下車、
都営浅草線乗換押上駅
(所要約１５分）下車

● 浅草寺・・・・・・・・・・・・・・・・・ 地下鉄銀座線浅草駅
（所要約６分）下車

● 秋葉原・・・・・・・・・・・・・・・・ ＪＲ山手線、京浜東北線
秋葉原駅（所要約５分）下車

● 上野公園・・・・・・・・・・・・・・ ホテルより徒歩約１０分

● アメ横・・・・・・・・・・・・・・・・・ ホテルより徒歩約１０分

車

● 首都高速上野1号線出口「上野」より約400m

駐車場はございません。近隣の提携駐車場 上野パーキングセンター をご紹介致します。

得トクプラン
対象時間・・・・・・・・16：30～翌10：30　　　料金・・・・・・・・2,000円
ご予約制ではございません。 ホテルフロントにて駐車券をご提示ください。　※途中出庫不可

フリープラン
料金・・・・・・・・1泊 3,000円 （2泊目以降 1,500円）
ご予約制です。 ご利用前日までにホテルへご連絡ください。

Access Map

羽田空港をご利用の場合 成田空港をご利用の場合

詳しいマップはこちらからご覧ください。Google mapへ click!

07：00～10：00（最終入店09：30）
11：30～15：00（最終入店14：30）
17：30～23：00（最終入店22：30）［月～金曜］
17：00～22：30（最終入店22：00）［土・日・祝日］

〒110-0015 東京都台東区東上野3-19-7  TEL: 03-3839-1131  FAX: 03-3839-1605
https://www.gardenhotels.co.jp/ueno/

チェックイン 15:00 / チェックアウト 11:00

https://goo.gl/maps/u6MLr8bmDVzomL4r5
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