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プレスリリース               ウェスティンホテル東京 
報道関係者各位                  2019 年 7 月 26 日(金) 
 
 

ランコンシェルジュと一緒に走る 

Rise to Run ! フリーモーニングラン＆ナイトラン開催   

ホテルを起点に恵比寿周辺をランニング＆ホテル特製のリフレッシュメント付き 

8 月 30 日（金）までの参加で東京マラソン参加枠のプレゼントも 
 

2019 年 10 月に 25 周年を迎えるウェスティンホテル東京（東京都目黒区 総支配人

チャールズ・ジャック）は、ウェスティンホテル＆リゾートが掲げるブランドコン

セプト「ウェルビーイング」を体現するプログラムの一つとして、「Rise to Run」

のテーマのもと、ウェスティンホテル東京の「ランコンシェルジュ」と一緒に走る

宿泊ゲスト向けのグループランニング「runWESTIN」を、どなたでもご参加いただ

けるランニングセッションとして期間限定で実施いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真左： グループランニング（イメージ） 右：モーニングラン後のリカバリーコーナー（イメージ） 

ウェスティンホテル＆リゾートは、「ウェルビーイング」をブランドコンセプトに掲げ、

ウェルビーイングを構成する 6つの柱、Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、

Work Well、Play Wellに基づき、ゲストが旅行中に旅の疲れを乗り越え最高の自分に出

会えるよう、様々なプログラムやサービスを提供しています。「Move Well」を体現す

るプログラムとして、ウェスティンホテルでは、トレーニングウエアとシューズ一式を

貸し出す「ギアレンディング」、高品質なトレーニングギアを揃えた「WestinWORKOUTTM 

Fitness Studio」、ランコンシェルジュと走る宿泊ゲスト向けのグループランニング

「runWESTIN」や、東京マラソンとのパートナーシップ等を展開しています。 

この度、ウェスティンのホリスティックなウェルビーイングをより多くの方に体感し

ていただくために、ウェスティンホテル東京では、どなたでもご参加いただけるラン

コンシェルジュとのグループランニングを、期間限定で朝と夜に開催いたします。 

またこれからも、2020 年の東京マラソンに向け、「Move Well」を中心に据えた様々

なプログラムやサービスを展開してまいります。 

ウェスティンのウェルビーイング：「Move Well」を体感するイベント 
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ホテルを拠点に「ランコンシェルジュ」とともに走るグループランニングは、金曜

日に爽やかな朝の恵比寿・目黒川周辺約 3km を走るモーニングラン、水曜日には

隔週で、スタイリッシュなウエアに身を包んで走ることで知られる「AFE Tokyo

（Athletic Far East Tokyo）」とのコラボレーションセッションにより、夜に煌め

く恵比寿・渋谷界隈など約 5～８km を走るナイトランを期間限定で開催します。 

ランニング後には、ホテルメイドのドリンクをご用意するリカバリーコーナーで、

「Eat Well」を体感しながら、運動後にリフレッシュするひとときをお楽しみいた

だけます。 

さらに、8 月末までの間にグループランニングに参加された方の中からウェスティ

ンホテル＆リゾートがパートナーシップを結ぶ「東京マラソン 2020」への参加枠

を 1 名様にプレゼントいたします。※諸条件がございます 

朝と夜で異なる街の風景を楽しみながら都心を走り抜けるこのグループランニング

は、どなたでもご予約不要で参加でき、ウェスティンのホリスティックなウェルビー

イングを気軽にご体験いただくことができます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真（左上より時計回りに）：目黒川沿いのコース、モーニングラン後のリカバリーコーナー、                       

トレーニングウエアとシューズをお届けする「ギアレンディング」（イメージ）、「runWESTIN」の

「ランニングマップ」（イメージ） 

 

  

Rise to Run  モーニングラン ＆ ナイトラン  
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■Rise to Run  モーニングラン ＆ ナイトラン 

 

◇モーニングラン  

日時： 2019 年 8 月 30 日までの毎週金曜日（7/26、8/2、9、16、23、30） 

7：00 スタート 

距離： 約 3 km （ホテル～恵比寿・目黒川周辺～ホテル） 

東京マラソン参加枠プレゼント： 

期間中グループランニングに参加された方の中から、参加回数に応じて「東京マラ

ソン 2020」への参加枠を 1 名様にプレゼントいたします。また以下の条件に応じ

て参加回数に追加してポイントが加算されます。 

・2017 年 10 月以降のウェスティンホテル＆リゾート宿泊日数 

・2017 年 1 月以降のマラソン大会参加回数 

 

◇ナイトラン 

日時： 2019 年 8 月 28 日までの隔週水曜日（7/31、8/14、8/28） 

20：30 スタート 

距離： 約 5~8km（ホテル～恵比寿・渋谷周辺等～ホテル） 

※ナイトランは AFE とのコラボレーションセッションになります 

※9 月以降の開催日時は 8 月に告知予定です 

 

◇モーニングラン・ナイトラン共通 

集合・解散：ウェスティンホテル東京 ロビー 

料金： 無料 

予約： 不要 

〇ランニング後にリカバリーコーナーをご用意いたします 

〇ホテル内の更衣室をご利用いただけます 

〇お手荷物はロビーのサービスエキスプレスでお預かりいたします 

 

お問合せ：03-5423-7000（代表） 

 
 

● AFEとは： 

週に一度のペースで集まり、各々が独自のテイストでコーディネートしたスタイリッシュなランニング

アパレルに身を包み、夜の街を駆け巡っている。ファッション業界関係者を中心に、モデル、広告代理

店勤務、コンサルタントと多種多様なメンバーが集まっており、ランニングレベルも様々でそれぞれの

ペースで楽しく走ることが基本だが、ハーフマラソンで 100 分を切るメンバーが少なくないように、最

近走力レベルが急速に向上。単なるファッション重視のランニングチームではなく、走ることに対して

真剣に取り組んでいることを証明している。http://www.athleticsfareast.com/ 

  

http://www.athleticsfareast.com/
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ウェスティンホテル東京について 

緑豊かな洗練された街、恵比寿に位置するウェスティンホテル東京は、日本を代 表
するヨーロピアンスタイルのホテルです。ご来館いただくお客様の元気なご滞在を
お手伝いするため、心身の安らぎと活力を与える数々の独自のプログラムを 提供
しております。大きな窓を備えたヨーロピアンスタイルの全客室（438 室）には、
ウェスティンホテル＆リゾートが安眠を追求し、雲の上の寝心地と称される「ヘブ
ンリーベッド」で快適な睡眠をお約束いたします。また、ホテル内には個性豊かな 
5つのレストランと3つのバー/ラウンジの他、本格的スパ「ル・スパ・パリジエン」
では心身のリラックスに役立つ極上のスパメニューをご提供しております。大理石
の大きな柱を特徴とするロビーや館内随所に点在するブロンズ像、絵画、タペスト
リーなどの数々の美術品はヨーロピアンスタイルをさらに演出しています。ホテル
の敷地内には、英国のチェルシーフラワーショーで何度もゴールドメダルを獲得し
た世界的にも有名な景観アーティスト石原和幸氏デザインによる、都会の中の緑の
オアシス「ウェスティンガーデン」があり、四季折々に異なる景観をお楽しみいた
だけます。 
 

ウェスティンホテル&リゾートについて 

ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェ
ルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、
Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲ
ストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約40の国と地域
に225軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブン
リーベッド、革新的なギアレンディングプログラムや、ブランドを代表するフィッ
トネススタジオであるWestinWORKOUT™内のTRXのジム設備、美味しく栄養豊
富なお食事メニューなど、ゲストに幅広いウェルネスサービスをご体験いただけま
す。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、 Facebook
（facebook.com/Westin）、Twitterや Instagram （@westin）で最新情報をご案内
しています。ウェスティンは、これまでのマリオット リワード、ザ・リッツ・カー
ルトン・リワード、スターウッドプリファードゲスト（SPG）に代わり新たに誕生
したマリオットの旅行プログラム、Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）に
参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランド
ポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向
けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典を
お 届 け し ま す 。 無 料 会 員 登 録 や プ ロ グ ラ ム 詳 細 に つ い て は 、
MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。 
 
 

【本件に関する取材等のお問い合わせ先】 

ウェスティンホテル東京  マーケティング コミュニケーションズ  
海外メディア担当： Henry Cheung  
E-MAIL: henry.cheung@westin.com / TEL: 03-5423-7716（直通） 
 
国内メディア担当：長田 彩子   
E-MAIL: saiko.osada@westin.com / TEL: 03-5423-7716（直通） 

 
ウェスティンホテル東京  PR 事務局  

担当：小池、正山、楠 
E-MAIL: westin@pr-office.net / TEL: 03-6894-3200 
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