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■2020年10月2日、東京・新宿に誕生！
西新宿エリアに開業するインターナショナルブランドは26年ぶり

ブランドが日本初上陸となるキンプトン新宿東京は、NYのアートシーンからインスピレーションを受け、
インスタレーション、ポップアップストア、ローカルに愛されるレストランなど、いつも何かが新しく、
誰かに教えたくなるようなコトが見つかるラグジュアリーライフスタイルホテルです。
とんでもなくパーソナルなおもてなしをはじめ、シグネチャーサービスの イブニングソーシャルアワーや
モーニングキックスタート、ヨガクラスなど、キンプトン新宿東京でしか味わえない新しい“ラグジュア
リーライフスタイルステイ“をご体験いただけます。

ニューヨークのアートシーンにインスパイアされたKimpton Shinjuku Tokyo 

MEET＋EAT at Kimpton Shinjuku Tokyo

2020年10月2日 GRAND OPEN！キンプトン新宿東京 館内料飲施設のご案内

ニューヨークで14店舗を構える地域密着
型コーヒーショップ。創立者のポールと
ジェレミーは、「ピープルファースト」
をモットーに、2016年からWi-Fi提供サー
ビスをやめてゲスト同士のリアルな交流
を促すなど、ユニークな試みを実施。
ニューヨークのコーヒーマニアに愛され
るバーチコーヒーは、日本初上陸です！

営業時間 6：30～23：00
年中無休、予約不可

■THE JONES ジョーンズカフェ＆バー

朝6時半から夜11時まで営業する店内には気取らないインディーズミュージックが流れ、訪れる人
にはスラウチー(slouchy)なニューヨークバイブスを与えるカフェ＆バー。
朝は本格的エスプレッソ。夕方のクラフトビールやオーガニックワイン。１日のどんな時間にも
スタイリッシュな人々が集まり、自由なスピリット漂うThe Jones Café | Bar（ザ・ジョーンズ
カフェ＆バー）。ネオンのアクセントがアンティークアイテムのアートやラッカー仕上げの
テーブルを照らす中、BGMに耳を傾ければ、そこはまるでニューヨークの人気カフェ。１日を
通して、本格的なNYスタイルのフードやドリンクを楽しめます。
NY発、日本初上陸の「Birch Coffee(バーチコーヒー)」が味わえるのは日本でここだけ！
誰にも教えたくないけれど、自慢したくなる、そんなカフェを目指しています。

電話番号： 03 6258 1111

インスタグラム @thejonestokyo

https://shop.birchcoffee.com/pages/about


■DISTRICT
ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジ

新宿の食を楽しむ：厳選された食材に「今」を映し出すDISTRICTは、
マンハッタンの多様性からインスピレーションを取り入れ、新宿の
「今」を感じるモダンブラッスリー。
おすすめはボリュームたっぷりでNYを感じるパワーブランチ。
ディナータイムには、グリルやシーフードを取り入れたクリエイ
ティブなメニューを楽しめます。

空と風を感じながらリフレッシュできるテラス席は、新宿にいなが
らも、まるでどこか静かな場所へ遠出したかのよう。友だちとディ
ナー前のリラックスしたひとときを過ごすのにもピッタリ。
DISTRICTでは、その時の気分に合わせて席を選べるのも魅力です。
ラウンジとテラスエリアではペットの同伴も可能です。

キンプトン新宿東京 総料理長トーマスより

私は中国人とシンガポール人の両親の元にインドネシアで生まれ、オーストラリアへ移
住し、現在は東京で暮らしています。様々な食文化に触れながら育った環境によって、
私はシェフになる道を選びました。キンプトン新宿東京で私が創るメニューは、ニュー
ヨークのダイバースカルチャーから作られるフードシーン、特にマンハッタンの多様性
に基づいています。日本の豊かな大地で採れた新鮮な作物と古くからの歴史のなかで試
行錯誤して築かれた食文化が融合します。ニューヨークの折衷的で色鮮やかな感覚に日
本のアクセントを利かせ、さまざまな文化や歴史が調和し、豊かにテーマが化学反応を
起こすクリエイションをご体感下さい。

マンハッタンに着想を得て、最高の食材で創られた数々の料理は、必ずみなさまにご満
足いただけることでしょう。キンプトン新宿東京にて、お会いできることを楽しみにし
ています。

◇シグネチャーメニュー：車海老のカクテル◇
アメリカのサウザンドアイランドドレッシングの始まりはNYのブロードウェイ
女優に振る舞われたことから広まったというストーリーから着想を得たこのシ
グネチャーメニューのひとつ、「車海老のカクテル」は、液体窒素を用いて
トッピングされるナイトロアボカドと一緒にプレゼンテーションされる。

ディストリクト
ブラッスリー・バー・ラウンジ
ブランチ: 7am - 3pm
アフタヌーンティー: 2pm - 4pm
ディナー: 6pm – 10pm 
バー (ラウンジ・テラスエリア): 7am - 1am
＊フードは10pmまで

電話番号： 03 6258 1111
〒160‐0023新宿区西新宿3丁目4－7
インスタグラム @districttokyo



キンプトン新宿東京でアートを食べよう。
-アートなアフタヌーンティーでマンハッタンにトリップ！

アートシーンからインスピレーションを
得て、シェフ・トーマスが創り上げたキン
プトン新宿東京のアフタヌーンティーメ
ニューはアンディ・ウォーホル、ヴィンセ
ント・ヴァンゴッホやクロード・モネなど
アート界の巨匠たちへのオマージュメ
ニューへと仕上がりました。
ピート・モンドリアンの「コンポジショ
ン」を再現したアプリコット＆オレンジの
ターキッシュデライトやアンディ・ウォー
ホルの「バナナ」から着想を得たアサイー
バナナプディング、そしてジャクソン・ポ
ロックの抽象画を魅せたホワイトチョコ
レート＆ブラックセサミキューブなど、
“＃食べるアート”を心ゆくまで楽しめるメ
ニューをお届けします。合わせて飲めるド
リンクはHarney & Sons（ハーニ―＆サン
ズ）やSALOND DE THE LUVOND（サロン・
ド・テ・ラヴォンド）からのティーセレ
クションやオニバスコーヒーも。カナッペ
も充実し、「オスミックトマト豆腐の
ティラミス」や「和牛サーロインの手まり
寿司
トリュフディジョンマスタード・キャビ
ア」などラグジュアリーなメニューを揃え、
東京フ―ディーも大満足！

マンハッタンのモダンダイニングを提供す
るキンプトン新宿東京の２Fの DISTRICT
（ディストリクト）ブラッスリー・ラウン
ジ・バーにて、お好きな席で、マンハッタ
ンへのトリップをどうぞ。

ディストリクト
ブラッスリー・バー・ラウンジ

ブランチ: 7am - 3pm
アフタヌーンティー: 2pm - 4pm
ディナー: 6pm – 10pm 
バー (ラウンジ・テラスエリア): 7am - 1am
＊フードは10pmまで

＜ご予約・お問い合わせ＞
電話番号： 03 6258 1111
WEB予約

住所：〒160‐0023新宿区西新宿3丁目4－7
キンプトン新宿東京内２F

インスタグラム @districttokyo

https://www.kimptonshinjuku.com/jp/tokyo-restaurants/district-%e3%83%ac%e3%82%b9%e3%83%88%e3%83%a9%e3%83%b3-%e3%83%a9%e3%82%a6%e3%83%b3%e3%82%b8-%e3%83%86%e3%83%a9%e3%82%b9-%e6%9d%b1%e4%ba%ac/


■概要

名称 ： Kimpton Shinjuku Tokyo ／キンプトン新宿東京

ホテルHP： https://www.kimptonshinjuku.com/jp/

総支配人：ネイザン・クック（Nathan Cook）

開業日 ： 2020年10月2日（金）

規模 ：地上17階

客室 ：総客室数： 151室（全室禁煙）

施設 ：料飲施設2ヶ所・フィットネスジム・1 ギャラリー・3バンケット

所在地 ：〒160-0023東京都新宿区西新宿3-4-7

電話番号： 03-6258-1111

アクセス：新宿駅（8番出口）から700ｍ

ご予約 ： 0120-056-658（IHG・ANA・ホテルズ予約センター）

https://www.kimptonshinjuku.com/jp/

■ティザームービー第二弾 By Tokyo Dandy
動画URL：https://youtu.be/Dj7BQrcOHlw

-Tokyo Dandy とは
「Tokyo Dandy（トウキョウダンディ）」は、10年以上に渡りファッション（スタイリング）、フォトグラフィー、音楽、イベ
ントなどとあらゆるコンテンツを通して東京のユースカルチャーとハイファッションを発信し結びつけてきた。
デュオの影響力と洞察力は、コンテンツキュレーションにおける幅広い経験と、地元デザイナーや世界的に認知されたラグ
ジュアリーファッションハウスとの共同に繋がり、「架け橋」という役目を果たし新たなる歩みに挑む。

■提供画像URL
https://drive.google.com/drive/folders/1-kkGVv9IgtZu5hKo2RtZOita0vaxKNUe

https://www.kimptonshinjuku.com/jp/


IHG® / IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて
IHG(インターコンチネンタルホテルズグループ) [LON:IHG, NYSE:IHG (ADRs)]は、下記の幅広いホテルブランド
のポートフォリオを有する、インターナショナル企業です。
シックスセンシズ ホテルズ リゾーツ スパ, リージェント ホテルズ&リゾーツ, インターコンチネンタル ホテルズ&
リゾーツ, キンプトン ホテルズ&レストランツ, ホテル インディゴ, EVEN ホテルズ, HUALUXE ホテルズ&リゾーツ,
クラウンプラザ ホテルズ&リゾーツ, voco™, ホリデイ・イン ホテルズ&リゾーツ, ホリデイ・イン エクスプレス,
ホリデイ・イン クラブバケーションズ, avid ホテルズ, ステイブリッジ スイーツ, Atwell スイーツ, キャンドルウッ
ド スイーツ
世界約100ヶ国に5,900ホテル、884,000室を展開するグローバルホテルオペレーターです。さらに、世界、約1,900
軒のホテルが開発中となっています。また、IHGのロイヤリティプログラム、IHGリワーズクラブは、世界最大級
のロイヤリティプログラムで、現在、世界1億人を超える会員の皆様に様々な特典をお楽しみいただいております。

InterContinental Hotels Group PLCは、グループの持株会社であり、英国に設立、英国およびウェールズに登録さ
れています。現在世界中のIHGホテル及びコーポレートオフィスには、400,000人を超えるIHGチームメンバーがお
り、日々世界中から集まるお客様をお迎えしています。
日本国内では、2006年12月に、IHGとANAの業務提携によるジョイントベンチャー会社、IHG・ANA・ホテルズグ
ループジャパンを設立。2019年12月現在、国内33ホテル、約10,000室を展開しています。その内、9軒がインター
コンチネンタル、19軒がANAクラウンプラザ、5軒がホリデイ・インのブランドの下に運営しています。また、
2020年1月には新規ブランドとしてホテルインディゴ箱根強羅を開業。さらに2020年には、ANAホリデイ・インリ
ゾート信濃大町くろよん、KIMPTON SHINJUKU TOKYO（キンプトン新宿東京）、2021年には、ホテルインディ
ゴ犬山有楽苑、2022年にはインターコンチネンタル沖縄美らSUNリゾートの開業を予定しております。
<2019年12月31日現在>

IHGグローバルサイト: www.ihg.com
IHG・ANA・ホテルズグループジャパンのウェブサイト: www.anaihghotels.co.jp
IHGグループサイト: www.ihgplc.com

キンプトン ホテルズ&レストランツについて：
サンフランシスコにベースを置く、キンプトン ホテルズ&レストランツは、1981年にアメリカで、ユニークで特徴
的な、デザイン重視のコンセプトのホテルを作ったラグジュアリーライフスタイルブランドです。現在、アメリカ、
カナダ、ヨーロッパ、カリブ海、および中華圏の都市部そしてリゾート地に、それぞれの個性あふれる70を超える
ホテルと８０以上のレストラン、バー、ラウンジを運営しています。
キンプトンがプロデュースする空間と体験は、いつもゲスト中心。エネルギー溢れるフレーバーがSOULに元気を
与え、好奇心を呼び起こす。そんなインスピレーションを刺激されるデザインと、台本もなく、どこまでも個性的
でアーティスティック、だけど細かいところにもこだわった、とんでもなくパーソナルなゲスト体験。心に触れる
サービスと体験を届けるキンプトンのチームメンバーは、FORTUNE誌の「働きがいのある会社Best 100」リスト
に掲載される、世界からも評価されたワークカルチャーを作りあげてきました。
2015年1月、キンプトンは、インターコンチネンタルホテルズグループ（IHG®）に仲間入りしました。
詳細については、www.KimptonHotels.com をご覧ください。

更なる詳細は、下記ウェブサイトをご参照くださいませ。
インターコンチネンタルブランドサイト：www.intercontinental.com
IHGグローバルサイト: www.ihg.com
IHG・ANA・ホテルズグループジャパンのウェブサイト: www.anaihghotels.co.jp

【本件に関するお問い合わせ先】

キンプトン新宿東京PR 事務局(株式会社サニーサイドアップ.内)

担当:佐藤(080-4904-3107)・和久（070-1639-9625）・牧野・鈴木

TEL: 03-6894-3251 ／ FAX: 03-5413-3232 ／ E-mail: kimpton@ssu.co.jp

https://jp.sixsenses.com/
https://www.regenthotels.com/
https://www.intercontinental.com/hotels/jp/ja/reservation
https://www.ihg.com/kimptonhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/evenhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/hualuxe/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/crowneplaza/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/voco/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinn/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinnexpress/hotels/gb/en/reservation
https://www.ihg.com/holidayinnclubvacations/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/avidhotels/hotels/us/en/reservation
https://www.ihg.com/staybridge/hotels/gb/en/reservation
https://www.atwellsuites.com/
https://www.ihg.com/candlewood/hotels/us/en/reservation
http://www.ihgplc.com/index.asp
http://www.ihg.com/
http://www.anaihghotels.co.jp/
http://www.ihgplc.com/

