
Access / アクセス

〒160-0021 
東京都新宿区歌舞伎町1-29-1

160-0021
1-29-1, Kabukicho, Shinjuku-ku, Tokyo

- 西武新宿線「西武新宿駅」から徒歩1分
- JR各線・小田急線・京王線「新宿駅」から徒歩7分
- 東京メトロ 丸ノ内線／副都心線 ・ 
  都営新宿線「新宿三丁目駅」から徒歩8分

Station / 最寄駅
- 1 minute walk from Seibu Shnjuku station by Seiibu Shunjuku Line 
- 7 minute walk from Shinjuku station by Tokyo Metro line, 
  Odakyu Line, and Keo Line 
- 8 minute walk from Shinjuku Sanchome station 
  by Tokyo Metro Marunouchi/ Fukutoshin Line

English 日本語

New Opening 
Facility Information
「東急歌舞伎町タワー」施設のご案内
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Tokyu Kabukicho Tower:
a new landmark in Shinjuku’s Kabukicho  district
An unprecedented new world that blends hospitality and 
entertainment: move up from the entertainment floors
̶via the gateway 17th floor̶to our two hotels, 
and savor an avant-garde stay in the skies of Kabukicho.

ホテル×エンターテインメントの融合によって生まれた
まったく新しい世界。エンターテインメントフロアとホテル
を結び、17階を通って、ふたつのホテルへ。
歌舞伎町の天空で今、新たなるステイ体験が始まります。

新宿歌舞伎町の新しいランドマーク
「東急歌舞伎町タワー」

18-38F

9-10F

Hotel / ホテル 
HOTEL GROOVE SHINJUKU, 
A PARKROYAL Hotel

Hotel / ホテル 
BELLUSTAR TOKYO, A Pan Pacific Hotel

Live Venue / ライブホール  
Zepp Shinjuku （Tokyo）

Night Entertainment / ナイトエンターテインメント施設
ZEROTOKYO

Cinema / 映画館 
109 CINEMAS PREMIUM SHINJUKU

5F Wellness Entertainment Facility
ウェルネスエンターテインメント施設

Dungeon Capture Experience Facility
ダンジョン攻略体験施設

Amusement Complex
アミューズメントコンプレックス

Entertainment Food Hall
エンターテイメントフードホール

4F

3F

2F

FACILITIES 施設紹介

ホテル・映画館・劇場・ライブホール等からなる歌舞伎町の
賑わいを創出する、ホテル×エンタメ施設複合タワー。

©CGworks Inc.

39-47F

B1-B4F

Theater / 劇場   THEATER MILANO-Za

6-8F

A landmark in which hospitality and entertainment 
are intermingled: hotels, cinemas, theaters, and a 
live event venue̶Tokyu Kabukicho Tower promises 
to infuse the Kabukicho district with vibrant energy.



A calming retreat 
in the bustling city

都市の中にある
静寂のプライベート空間

PENTHOUSE

地上200mのダイナミズムのなかで空に溶け込んでいくような天空の世界。日常から解放
された無の世界で、自分自身を取り戻す。天空を表す「天」と日本の四季折々の美しさを象徴
する「花鳥風月」を名称に冠し、それぞれの静謐な美しい空間をもつ５室のペントハウス。

A celestial world melts into the ether at a lofty height of 200 meters. Pick 
from one of our five penthouses—each of which envelops you with beauty 
and tranquility—named after the Japanese words for sky, “Sora,” and the 
symbols of the four seasons: the moon “Tsuki,” the wind “Kaze,” birds 
“Tori,” and flowers “Hana.” Freed from the everyday amid the silence of 
the skies, these rooms are an opportunity to reclaim yourself. 

ペントハウス 45-47F

PENTHOUSE Lounge ペントハウス ラウンジ 46F

ペントハウスにご宿泊のお客さま専用の
ラウンジ。天空のプライベート空間に降り
立ったゲストの安らぎを約束する２層吹き
抜けの開放感あふれる空間。

● 46F  PENTHOUSE Lounge / 
 ペントハウス ラウンジ （115㎡）

The PENTHOUSE Lounge is 
exclusive to guests who choose to stay in 
our penthouses. With its high, two-story 
ceiling, this capacious lounge provides 
privacy and relaxation in the skies.

SPA sunya スパ スーニャ 47F

サンスクリット語で「空」を意味する「sunya（スーニャ）」
を店名に冠したホテル最上階にする天空のスパ。

SPA sunya, named after the Sanskrit for “sky,” is 
located on the uppermost floor of the hotel.

● Exclusive Lounge / 専用ラウンジ 
● Spa Treatment Rooms /トリートメントルーム

GUEST ROOMS

日本の伝統文化を織り交ぜたインテリアと、幅約7mの窓から眼下に東京を一望できる
抜群の眺望が特徴の客室。

Relax in beautiful interiors inspired by traditional Japanese culture, and 
boasting seven-meter-wide windows with exceptional views overlooking 
the city below.

客室 39-44F

RESTAURANT & BAR

高さ200mの圧倒的な眺望を持つ、独創的な食体験が詰め込まれたレストラン＆バー。

Three restaurants and a bar deliver innovative dining experiences and 
astonishing 200-meter-high vistas.

レストラン＆バー 45F

● Restaurant Bellustar（モダンフレンチ / Modern French）
● Bar Bellustar（メインバー / Main Bar）
● 鉄板「天祐（てんゆう）」/ Teppan Ten-yu（鉄板焼 / Teppanyaki）
● 開業予定 / Scheduled to open（寿司  / Sushi）

● 47F 天 sora （277㎡）　　● 46F　月 tsuki （159㎡）、風 kaze （113㎡）
● 45-46F 鳥 tori （メゾネット・186㎡）、花 hana （メゾネット・184㎡）

5rooms

92rooms

Studio King （47-50㎡）
スタジオ キング

Studio Premier Twin （53-54㎡）
スタジオ プレミア ツイン

Guest room example / 客室 一例

Minami-Shinjuku Station Yoyogi Station

JR Shonan-shinjuku Line/JR Saikyo Line
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The perfect base to 
enjoy the spirit of the town 

まちのグルーヴを

堪能するための拠点

GUEST ROOMS

歌舞伎町のまちをあそびつくすための拠点として最適な機能的で開放感
あふれる客室。

Comfortably furnished, spacious guest rooms provide the perfect 
base to explore and enjoy the Kabukicho district.

客室 20-38F 538rooms

Superior Twin （22㎡）
スーペリア ツイン

Deluxe Twin （27㎡）
デラックスツイン

Guest room example / 客室 一例

エンターテインメント施設とホテルを結び、ホテルとまちを繋ぐ新しい社交場。
まちのエネルギーや賑わいを取り込み、一人ひとりの感性が交わりながら、
世界に新たなエネルギーを発し続ける空間。

This new social space links the Tower’s entertainment floors to its hotels, and its 
hotels to the town. Instilled with the vitality and vibrancy of the city, and colored 
by the sensibilities of the individuals who come to mingle, it radiates new energy.

RESTAURANT  &  BAR レストラン&バー17F
11:30-25:00

Delight in a dining experience that stimulates all five senses, and that is 
full of a rhythmic vibe. The stone oven that emits powerful-yet-controlled 
flames forms the centerpiece of a kitchen in which meticulously 
selected, direct-from-source ingredients are dynamically prepared.

JAM17 DINING
[イタリアンスタイルダイニング]

ジャムセブンティーン ダイニング

五感を刺激するGROOVE感満載のダイニング。キッチンの中心に構えられた石窯は、
やさしい強火が特徴。産地直送の鮮度にこだわった厳選食材をライブ感あふれる空間。

Music, lights, and a unique rooftop ambience stimulate the sensibilities of 
cocktail-drinking guests. The bar is imbued both with art redolent of the history 
of the Kabukicho district, and with the warm afterglow of entertainment.

JAM17 BAR ジャムセブンティーン バー  [バー]

音楽、光、ルーフトップのムードが創り出す高揚感がカクテルを味わう人の感性を刺激する、
新宿・歌舞伎町の歴史を感じられるアートとエンターテインメントの余韻に浸れるバー。

Featuring a giant screen and bar, this spacious rooftop terrace is 
equipped to host terrace-only events, as well as events in which guests 
can come and go from the adjoining party rooms, restaurants, and bars.

JAM17 SPACE EAST / TERRACE / SPACE WEST
[パーティールーム、オープンテラス]

巨大ビジョンを備えた開放感あふれるルーフトップテラスにはバーカウンターを完備し、
テラス単体でのイベントはもちろん、隣接するパーティールームやダイニング・バーと連動
する回遊性を持たせた企画も実施可能。

● SPACE EAST（167㎡）　● TERRACE（318㎡）
● SPACE WEST（231㎡・併設テラス100㎡を含む / including 100㎡ of terrace space）

JAM17 GELATERIA ジャムセブンティーン ジェラテリア  [ジェラート]

フレッシュな素材の美味しさをそのままに、彩り鮮やかで上質なジェラートをエシカルに。

Take pleasure in the delicious, natural taste of fresh ingredients in these 
vibrantly colored, exquisitely ethical gelatos.

100m
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