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２００１年３月７日

「セルリアンタワー東急ホテル」、５月２４日グランドオープン
４月２０日から客室・料飲施設の一部の営業を開始

東京急行電鉄株式会社
東京急行電鉄（本社：東京都渋谷区、社長：清水

仁）では、旧本社跡地に３月末日竣

工を目指して建設中の「セルリアンタワー」内の「セルリアンタワー東急ホテル」を
２００１年５月２４日（木）にグランドオープンします。これに先立ち４月２０日（金）
からは、ホテル客室・料飲施設の一部の営業を開始します。
「セルリアンタワー」は地下６階・地上４１階建のオフィス・ホテルからなる超高層複
合ビルです。先進性の高い渋谷において、世界へ２４時間、情報と文化を発信する国際交
流の拠点となることを目指しており、同タワーには高速通信インフラを整備しています。
それにより「オフィス」では多様な通信サービスを提供、「ホテル」ではインターネット
を活用したコンベンションなどを開催できる大宴会場とインターネット環境が整備された
客室を備えています。また、日本の伝統芸能である能にふれられる「能楽堂」、本格的な
ジャズライブを楽しめる「ジャズクラブ」など、文化を発信する施設も併設しています。
「セルリアンタワー東急ホテル」は東急グループの新しいフラッグシップホテルとして
位置づけており、国際化社会におけるシティホテルに相応しい施設・設備を備え、お客様
ひとりひとりの感性に合わせた上質なサービスの提供を志向しています。
同ホテルの主な特徴は次の通りです。
①１９階から３７階に位置する客室は眺望が良く、ゆったりとした広さとくつろぎを提
供します。特に３５階から３７階は、セキュリティーに優れたエグゼクティブフロア
としております。また、３８階には長期滞在されるお客様のためにレジデンシャルル
ーム(６室、81㎡～160㎡)を用意しました。
②約１，４００㎡の大宴会場を始め、さまざまな会議・コンベンションに対応できる設
備をそなえた宴会場を１０室用意しております。特に地下２階に位置する大宴会場は
高速通信インフラが整備されており、ＴＶ会議やインターネット同時配信など様々な
コンベンションなどにも対応できます。また、大宴会場とそれに隣接する中宴会場と
の一体利用により立食で最大２，５００人までのご利用が可能になります。また、
３９階には眺望に優れたタワーズサロンを設けています。
③料飲施設としては、４０階には東京一円を見渡すことができるタワーズレストラン「ク
ーカーニョ」、タワーズバー「ベロビスト」を設けます。また、新橋の老舗高級料亭
「金田中」が出店する「セルリアンタワー
自らの名を冠した「szechwan restaurant

金田中」と「金田中

草」、陳建一氏が

陳」や、オリーブオイルにこだわる新し

いイタリアンレストラン「オリ」など、“食”にこだわりを持たれる方々にご満足い
ただけるようなレストランが出店します。
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④ご宿泊されたお客様に、リラックスした時間を提供するために、３階にジャグジー付
屋内プールやジムを持つフィットネス施設やエステティックサロンなどの施設を用意
しています。
⑤ホテル全体のデザインは、洗練されたモダンスタイルな中に、日本の伝統的な色や模
様などを現代的に解釈して取り入れました。インテリアは過度な装飾を排し、シンプ
ルで質の高い空間を提供いたします。
また、オフィス部分には複数社の高速通信回線が整備されており、テナント企業がその
目的に合った通信サービスを受けることができるなどＩＴ時代に対応した最新の設備を装
備した日本初のマルチキャリアビルとしています。すでに外資系の金融関連企業やＩＴ関
連企業などの入居が決まっており、４月１日から入居を開始いたします。
ホテルのグランドオープンに合わせ、「セルリアンタワー能楽堂」では、『五流宗家に
よる

舞台披き祝賀能』と題し、シテ方五流である観世・宝生・金春・金剛・喜多すべて

の宗家が一同に会する特別能公演を行います。また、ジャズクラブ「ジェージーブラット」
では、『マリーン・小林

桂スペシャルジャズライブ』を行います。一般公募により抽選

でそれぞれ１５組３０名様をご招待いたします。
「セルリアンタワー」の概要は次の通りです。

「セルリアンタワー」の概要
■全体概要
○所 在 地

東京都渋谷区桜丘町２６番１号

○敷地面積

９，４０９㎡

○建築面積

５，１００㎡

○構

地下６階・地上４１階

造

鉄骨造、一部鉄骨鉄筋コンクリートおよび鉄筋コンクリート造
○高

さ

○延床面積

１８４ｍ
約１０６，０００㎡

（内訳）ホテル

約５９，０００㎡

オフィス

約２７，０００㎡

その他施設

約２０，０００㎡

○駐 車 場

３７５台

○設

計

㈱観光企画設計社、㈱東急設計コンサルタント設計共同企業体

○施

工

東急建設㈱

■ホテル概要
○名

称

セルリアンタワー東急ホテル

○客

室

４１４室（１９階～３７階）
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○料飲施設

・シングル（２７㎡～３１㎡）

７８室

22,000 円～ 32,000 円

・ダブル

（３４㎡～４９㎡）

７２室

33,000 円～ 57,000 円

・ツイン

（３７㎡～４９㎡）

２５３室

33,000 円～ 57,000 円

・スイート（５９㎡～２３３㎡）

９室

80,000 円～ 380,000 円

・和室

（６０㎡）

２室

65,000 円

地下２階

料亭「セルリアンタワー

１階

金田中」

コーヒーショップ「かるめら」
ざぼう

ガーデンラウンジ「坐忘」
そう

２階

日本料理「金田中

草」

中国料理「szechwan restaurant

陳」

イタリアンレストラン「オリ」
４０階

タワーズレストラン「クーカーニョ」（プロバンス料理）
タワーズバー「ベロビスト」

○宴 会 場

地下２階

大宴会場（1,430 ㎡、２～４分割可）１室【立食 1,300 人】
中宴会場（100 ㎡～ 200 ㎡） ３室【立食 50 人～ 110 人】

地下１階

小宴会場（60 ㎡～ 80 ㎡）

４室【会食 20 人～ 40 人】

３９階

タワーズサロン（190 ㎡、135 ㎡）

２室【立食 100 人、80 人】

※大宴会場および中宴会場の一体利用により立食で最大 2,500 人利用
可能
○レジデンシャルルーム（３８階）「セルリアンタワーレジデンス」
エグゼクティブの長期滞在のために、眺望の素晴らしい３８階に６室のレジデ
ンシャルルーム(81㎡～160㎡)を用意しました。広々としたリビングやベッド
ルーム、そしてホテルのサービスや優れたセキュリティーなど、快適な生活空
間を提供いたします。
○ジャズクラブ（２階）「ジェージーブラット

ｻｳﾝﾄﾞｵﾌﾞﾄｳｷｮｰ」

２４時間、情報・文化を発信する拠点となることを目指すセルリアンタワーに
ふさわしい、人々の交流の場として設けました。店内では、本格的なジャズの
ライブ演奏とこだわりの料理をお楽しみいただけます。
○その他の施設
地下１階

フォトスタジオ「佐藤写真」
コスチュームサロン「フィオーレ」
ビューティーサロン「ヤマノ デイスパ＆ビューティー山野愛子美容室」

１階

フローリスト「日比谷花壇」
ライフスタイルシガーショップ「アカンタ」

３階

フィットネスクラブ「セルリアンタワーフィットネスクラブ」
エステティックサロン「カージュ

ラジャ」

ティースケアサロン「ティースアート」
キッズルーム「ポピンズキッズルーム」
○運

営

㈱セルリアンタワー東急ホテル
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■オフィス概要
○貸室面積

約１６，８００㎡
（基準階貸室面積：約１，２９０㎡／４～１６階の１３フロア）

○設

備

・通信事業者７社が光ファイバーケーブルを引き込むマルチキャリアビ
ルとして高速通信環境を整備
・非接触ＩＣカードシステムにより高いセキュリティを実現
・２．７ｍの天井高、１００㎜のフリーアクセスフロア
・１フロア２０分割で調整できるきめ細やかな空調システム

○入居企業

ＡＢＢ株式会社
エトナヘイワ生命保険株式会社
ＴＨＥ

ＥＸＥＣＵＴＩＶＥ

ＣＥＮＴＲＥ

マスターカード・インタナショナル・ジャパン・インク
メリルリンチ日本証券株式会社 渋谷支店
ネットイヤーグループ株式会社
ＮＴＴコミュニケーションズ株式会社
など
※アルファベット順

■その他施設概要
○能舞台（地下２階）「セルリアンタワー能楽堂」
和の伝統文化に触れられることを目的に設けました。能楽を始めとした伝統芸
能の鑑賞・発表会、さらには日頃のお稽古など、和の心に通じる方々の新しい
交流の場として幅広くご利用いただけます。
○セレクトショップ「インタッチ」（１階）
○コンビニエンスストア「セブンイレブン」（２階）
以
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上

別

紙
オープニングイベントの概要

■舞台披き祝賀能
《五流宗家による

セルリアンタワー能楽堂

舞台披き祝賀能》

○日本の伝統芸能である「能」、そのシテ方五流である観世・宝生・金春・金剛・喜
多すべての宗家が一同に会する特別能公演です。
・日

時

２００１年５月２２日（火）

午前１０時開演

・会

場

地下２階「セルリアンタワー能楽堂」

・曲

目

翁（観世清和）三番叟（野村萬斎）、高砂（金春信高）、田村（梅若
六郎）、羽衣（観世暁夫）、船弁慶（喜多六平太）、福の神（山本東次
郎）、石橋（宝生英照）

■オープニング

スペシャル

《マリーン／小林

ジャズ

ライブ

桂》

○常に新しい表現に挑戦し続けるベテランボーカリスト「マリーン」、そして昨年度
の日本ジャズボーカリスト大賞を獲得した「小林

桂」の二人によるオープニング

ライブです。
・日

時

２００１年５月２４日（木）

・場

所

２階

午後７時開演

ジャズクラブ「ジェージーブラット

ｻｳﾝﾄﾞｵﾌﾞﾄｰｷｮｰ」

●両オープニングイベントとも、招待者のみの公演になります。なお、一般公募により、
それぞれ１５組３０名様をご招待いたします。
応募要項は次のとおりです。
・応募方法：官製ハガキに、祝賀能、ジャズライブのどちらかを明記のうえ、住所・氏
名・年齢・性別・ご職業・電話番号・メールアドレス（メールアドレスを
お持ちの方）・応募理由をご記入いただきお申し込みください。
・宛

先：〒１５０－８５１１
東京都渋谷区南平台町５－６
東京急行電鉄株式会社内

セルリアンタワーオープニング記念公演

祝賀

能係またはジャズライブ係
・締め切り：２００１年３月３１日必着
・両イベントに関する問い合わせ先
セルリアンタワー東急ホテル

０３-３４７６-３０００

※応募者多数の場合には、抽選とさせていただきます。当選者の発表は招待状の発送を
もってかえさせていただきます。出演者、公演内容等は変更となる場合がございます
のでご了承ください。
以

-5-

上

-6-

