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世界の MICE を SHIBUYA へ！4 つの東急ホテルが連携

「渋谷エリアセールスオフィス」発足!
ワンストップ営業、エリア集客強化、生産性向上を目指し 2019 年 4 月 1 日（月）より
渋谷の 4 つの東急ホテル（セルリアンタワー東急ホテル、渋谷 エクセルホテル東急、渋谷ストリーム エクセルホテル東
急、渋谷 東急 REI ホテル）では、4 月 1 日（月）付で販売促進業務を統合し「渋谷エリアセールスオフィス」を新設し、
セルリアンタワー東急ホテル総支配人 宮島芳明が本業務を統括することとなりました。
今回の統合により、渋谷内での商機拡大、ゲストのニーズに合わせたご滞在先の提案に加え、訪れる価値のある街、デス
ティネーションとしての渋谷の魅力を全世界に発信し、グローバル規模の MICE※1 の誘致、地域ブランディングの活性化に
寄与してまいります。
※１ MICE:会議（Meeting）
、報奨・研修旅行（インセンティブ旅行）
（Incentive Travel）
、国際会議（Convention）
、展示会・見本市、
イベント（Exhibition/Event）の頭文字。

【「SHIBUYA」に集う 4 つの魅力】
世界中から様々な人、モノが集結し、カルチャーと IT が融合する“ビッドバレー”渋谷。記者会見や新商品の発表、国
際的な会議の開催場所として、渋谷から発信することの意義、魅力が世界に認知されつつあります。このたびの新オフィ
ス発足により、渋谷に集う魅力を「Attraction、Scale、Cuisine、Access」とし、4 つのホテルがもつそれぞれの特色、
特徴を活かした営業活動を展開いたします。
①“Attraction” 渋谷は、人、モノを魅きつける、牽引力あるエリアです。日々注目が集まるこの街には、新しいカル
チャー、イベント、トレンドを求め、国内外から多くの人が集まります。この渋谷の集客力を活かし、新たな情報発信に
ふさわしい街として、魅力ある空間、時間の過ごし方をアレンジしコーディネートいたします。
②“Scale” 4 ホテルの連携・統合により客室合計 1,218 室、レストラン施設 12 店舗、宴会場 31 室(広さ 3,167 ㎡／立
食最大 2,100 人）の受け入れが可能となります。大中小様々な宴会場を備え、幅広い客室料金の展開でゲストのニーズに
合わせた多角的な提案をいたします。同時に、窓口が複数に分かれる不便を解消し 1 人のセールススタッフがワンストッ
プでご案内することでゲストの利便性向上を図ります。
③“Cuisine” おもてなしの要である「食」では、フランス共和国政府より「農事功労章－オフィシエ」を受章してい
るセルリアンタワー東急ホテル副総支配人・総料理長 福田順彦（ふくだ・のぶひこ）が東急ホテルズ総料理長に就任。
「日本エスコフィエ協会」第 7 代会長も務め、日本のフランス料理界を牽引する存在でもある福田が陣頭指揮を執り、
“食の東急ホテルズ”として美食とおもてなしの両輪で大切なご宴席とご滞在を支えます。
④“Access” イベント、パーティー開催において最大の価値ともいえるアクセスの良さを世界にアピールしてまいりま
す。銀座、表参道、六本木、秋葉原など都内の主要エリアへも交通至便。成田・羽田空港からはセルリアンタワー東急ホ
テル、渋谷 エクセルホテル東急に直行リムジンバスが乗り入れるなど、立地の良さをフックに「渋谷」のさらなる認知
度の向上に努めます。

【「渋谷エリアセールスオフィス」概要】
【目的】①「SHIBUYA」ブランドのブランディングアップ、MICE 誘致強化。
②同一エリア内 4 ホテル連携による収入・利益の最大化および機会損失回避。
③窓口集約、ワンストップの実現による顧客の利便性、顧客満足の向上。
④4 ホテル販促スタッフ統合による生産性の向上。
【発足日】 2019 年 4 月 1 日（月）
【オフィス住所】 〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 26-1 セルリアンタワー東急ホテル内

TEL.03-3476-3533（直通）

※「ご利用例」
「各ホテル概要」「渋谷エリア 4 ホテルスペック一覧表」は別紙にて。

◎本件に関する取材・お問い合わせ先
「渋谷エリアセールスオフィス」 セルリアンタワー東急ホテル内
TEL:03-3476-3348（直通） FAX：03-3476-3769（直通）

広報宣伝

取材窓口

https://www.tokyuhotels.co.jp/cerulean-h/

西澤

E-mail : y.nishizawa@tokyuhotels.co.jp

西澤、川島、三浦、猪鼻

セルリアンタワー東急ホテルは ISO14001 認証を取得し、さらに人、環境に優しいホテルを目指していきます。

「SHIBUYA」に集う 4 つの魅力

ご利用例

Attraction
カルチャーと IT が融合する“ビットバレー”
世界中から多くの人・モノが集結
SAMPLE「渋谷で新ファッションブランドを披露したい！」
＜Day 1＞
14:00 成田空港よりセルリアンタワー東急ホテルに直行リム
ジンバス到着。
・CEO、エグゼクティブ→セルリアンタワー東急ホテルにチ
ェックイン。
・デザイナー、クリエイター→徒歩 5 分の渋谷ストリーム
エクセルホテル東急にチェックイン。
・スタッフ→徒歩 7 分の渋谷 東急 REI ホテルにチェックイン。
18:00 渋谷東急 REI ホテル レストラン“ハシュハシュ”で
「スタッフキックオフパーティー」
。

Scale

＜Day 2＞
8:00

グローバルな大型案件など
ホテルを横断する
15:00
多彩な提案をワンストップで
16:00
17:00

18:30
20:30

セルリアンタワー東急ホテル大宴会場「ボールルーム」
集合→設営・準備。
ファッションショー観覧ゲスト、渋谷駅直結の渋谷
エクセルホテル東急にチェックイン。
セルリアンタワー東急ホテル中宴会場「朝霧」にて
「プレス発表会」開会。スクール形式 80 席。
「ボールルーム 1/2 スパン」にて「ファッション
ショー」開会。ステージ、ランウェイ、3 面スク
リーンを組み、800 名来場。
引き続き「ボールルーム 1/2 スパン」にて「新ブ
ランドローンチパーティー」開宴。立食 600 名来場。
CEO、デザイナー、クリエイター、同最上階バー
「ベロビスト」個室で「プライヴェートな打ち上げ」
。

＜Day 3＞
11:00

渋谷 エクセルホテル東急「プラネッツ」にて、
ファッションショー観覧ファンとデザイナーの
「ファンミーティング」開催。
終日、アンテナショップの集まる渋谷、原宿、
表参道を視察・散策。

＜Day 4＞
11:00

セルリアンタワー東急ホテル集合し、直行リムジン
バスで成田空港へ。帰国。

Access
羽田・成田空港直行リムジンバス
鉄道 8 路線が乗り入れる抜群の好立地

Cuisine
美食とおもてなしが
織り成す
“食の東急ホテルズ”

各ホテル概要
【セルリアンタワー東急ホテル】
洗練された感性を持つ大人のためのラグジュアリーホテル
天井高 7.2ｍ、広さ 1,430 ㎡の大宴会場、スイートルーム 13 室に加え、
仏共和国政府より勲章受章シェフを擁するグランドホテル。
大型会議・パーティー、ガラ・ディナーなど、ハード・ソフトともに
国内外の VIP ご滞在を受け入れ可能なスペックを持ち合わせています。
【客室数】
：408 室
【宴会場数】：分割前

11 室、分割後 19 室

大宴会場１室（4 分割可）
、中宴会場 3 室、小宴会場 4 室（各 2 分割可）
スカイバンケット

3 室（内 1 室は 2 分割可）

【レストラン＆バー】
：7 店舗
フランス料理、日本料理、中国料理、オールデイダイニング、ラウンジ、バー、ジャズクラブ
※2019 年秋、鮨処、鉄板焼オープン予定。
【アクセス】
〒150-8512 東京都渋谷区桜丘町 26-1

TEL:03-3476-3000（代表）

各線「渋谷駅」から徒歩 5 分、首都高速 3 号線渋谷出入口より約 5 分・高樹町出入口より約 10 分
羽田空港より直行リムジンバスで約 60 分・成田空港より直行リムジンバスで約 85 分

【渋谷 エクセルホテル東急】
最高のロケーションにおもてなしの心を添えて
鉄道8路線が乗り入れる渋谷駅に直結し、スクランブル交差点を望める客室を
擁するシティホテル。好アクセスが喜ばれる会議やセミナー開催などは、大小
さまざまな9つの宴会場でご対応が可能です。最上階のレストランには会食
にも適した個室を完備しています。
【客室数】
：408 室
【宴会場・会議室】：分割前5室、分割後9室
大宴会場１室（3分割可）、中宴会場1 室（2分割可）、小宴会場１室（2分割可）
会議室2室
【レストラン】
：3 店舗
フランス料理、日本料理、ラウンジ
【アクセス】
〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-12-2

TEL: 03-5457-0109（代表）

各線「渋谷駅」直結、京王井の頭線「渋谷」駅直上
首都高速 3 号線渋谷出入口より約 5 分・高樹町出入口より約 10 分
羽田空港より直行リムジンバスで約 60 分・成田空港より直行リムジンバスで約 90 分

【渋谷ストリーム エクセルホテル東急】
渋谷から世界へ

感性を刺激するホテル

～THE

SHIBUYA

SENSIBILITY～

“ヴィンテージモダンを表現したクリエイターのレジデンス”と題して
クリエイティブな滞在を演出する客室を備えています。好奇心をくすぐる
パブリックスペースやマイスタールームの設置、デリバリーロボットの導入
開放的な空間でボーダレスな料理を提供するレストラン、DJ ブースや大型
スクリーンを有するバーなど新時代の流行が交流するハブの役割を担う
拠点を目指し、新しい試みを多く取り入れたホテルです。
【客室数】
：177 室
【宴会場】
：なし
©渋谷ストリーム

【レストラン＆バー】
：1 店舗
洋食（ダイニングバー）
【アクセス】
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 3-21-3

TEL：03-3406-1090（代表）

東急東横線・田園都市線、東京メトロ半蔵門線・副都心線「渋谷駅」16b 出口直結
首都高速 3 号線渋谷出入口より約 5 分・高樹町出入口より約 10 分
羽田空港より車で約 60 分・成田空港より車で約 90 分

【渋谷 東急 REI ホテル】
ビジネスに観光に

シンプルでスタイリッシュな空間を

落ち着きと温かみのあるデザインの客室には、ビジネスユースや観光など
さまざまなニーズにも適う機能性を備えています。渋谷駅徒歩 2 分の立地に
ありながら、日常のくつろぎを感じられる居心地のいい空間をご提供しています。
【客室数】
：225 室
【宴会場】
：分割前 2 室、分割後 3 室
中宴会場 1 室（2 分割可）
、小宴会場 1 室
【レストラン】
：1 店舗
洋食
【アクセス】
〒150-0002 東京都渋谷区渋谷 1-24-10

TEL: 03-3498-0109（代表）

各線「渋谷駅」から徒歩 2 分、首都高速 3 号線高樹町出入口または池尻出入口より約 15 分
羽田空港より車で約 60 分・成田空港より車で約 90 分

渋谷エリア 4 ホテル
ホテル名

客室数

レストラン＆
バー店舗数

セルリアンタワー

宴会場数

スペック一覧表
宴会場広さ

宴会場

渋谷駅より

（分割後） （合計、㎡） 立食最大人数

408

7

19

2,541

1,800

徒歩 5 分

408

3

9

487

200

直結

177

1

-

-

-

直結

225

1

3

139

100

徒歩 2 分

1,218 室

12 店舗

31 室

3,167 ㎡

2,100 人

※2019 年 4 月現在
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