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キンプトン新宿東京は、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

な事が見つかる、NYのアートシーンからインスピ

レーションを受けたラグジュアリーライフスタイ

ルホテルです。

ー“とんでもなくパーソナル”で記憶に残るステイ

をー創業者のビル・キンプトンの想いが込められ

た空間と体験は、いつもゲストが中心。世界中の

キンプトンにて、エネルギー溢れるフレーバーが

SOULに元気を与え、好奇心を呼び起こし、イン

スピレーションを刺激されるデザインでゲストを

お迎えしています。

Inspired by New York’s art and fash-
ion scene, Kimpton Shinjuku Tokyo is 
where creativity comes to life. From 
art installations to retail pop-ups and 
locally loved restaurants, this pet-
friendly hotel features 151 guestrooms 
and suites, a modern brasserie with 
terrace, and a NY-style café & bar. 
Guests are invited to enjoy wine and 
canapes at the Social Hour every night.

The hotel soaks up the energy from 
the bustling Shinjuku district and offers 
a slice of serenity, a calm oasis with a 
relaxing bar & terrace, seamless ser-
vice, and luxurious rooms with beds 
you can sink into.

キンプトン新宿東京

総料理長 トーマスより

キンプトン新宿東京で私が創るメニューは、

ニューヨークの多岐にわたるフードシーン、特

にマンハッタンの多様性に基づいています。

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。

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。

DISTRICT  BRASSERIE・BAR・LOUNGE

ディストリクト  ブラッスリー・バー・ラウンジ

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。

The Jones Café | Bar

ザ・ジョーンズ 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

ト漂うカフェ＆バー。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!

ブランチ: 7am – 3pm
アフタヌーンティー: 2:30pmまたは3pmから2時間制

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

6:30am – 11pm  ＊予約不可

kimptonshinjukutokyo

districttokyo

thejonestokyo

詳細はこちら

詳細はこちら

districttokyodistricttokyo

＊営業時間は変更となる場合があります。詳細よりご確認下さい。

https://www.instagram.com/kimptonshinjukutokyo/
https://www.instagram.com/districttokyo/
https://www.instagram.com/thejonestokyo/
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/
https://www.kimptonshinjuku.com/jp/tokyo-restaurants/the-jones-cafe-bar-%e6%9d%b1%e4%ba%ac/
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ブラックヒストリーを祝うこの季節

には、アフロアメリカンカルチャー

のルーツであるソウルフードに敬意

を表し、キャビアアクセントのハッ

シュパピーやサスティナブルな手法

で育てられた海老のガンボなど、

シェフ・トーマスのスタイルにリュ

クスに姿を変えたコースメニュー。

ニューヨークで始まり、いまでは世

界の各地で開催されているプライド

パレード。その象徴でもあるレイン

ボーカラーで仕立てられた彩り豊か

なコースメニューは、サスティナブル

サーモンや鮮やかなレッドのビーツ

を使ったパンナコッタなど、一皿ご

とに美味しくサプライズ＆ディライ

トが待ち受ける楽しいメニュー。

NY SOUL FOOD

NYソウルフード

12,000 yen
販売期間：

2021/2/1 ~  2/28

PRIDE PARADE 

プライド パレード

15,000 yen
販売期間：

2021/3/1 ~  3/31

FEBRUARY  2月

MARCH  3月

アート、ファッション、グルメ -

あらゆるシーンで常に新しい刺激をもたらし人々の心を掴み続ける

アイコニックな都市、ニューヨーク。そんなNYの歴史やカルチャー

にインスピレーションを受け、シェフ・トーマスが創るシーズナルコー

スメニューは、月ごとに変わるテーマでお届けします。

新しい刺激、進化する「ディストリクト」のクリエイティブなシグネ

チャーコースメニューをお楽しみ下さい。

キンプトン新宿東京で味わう、NYディナーメニュー

Taste of Manhattan

テイスト・オブ・マンハッタン

＊こちらのシーズナルコースメニューはディナータイムのご提供となります。

＊コースメニューの他、アラカルトもご用意しております。詳しくはホームページにてご確認下さい。

詳細はこちら

詳細はこちら

https://www.tablecheck.com/shops/district-tokyo/reserve?menu_lists[]=5ffbe615902ddf001375a32b
https://www.tablecheck.com/shops/district-tokyo/reserve?menu_lists[]=5ffbe620240dd500269c8120


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。今回は旬のストロベリーをふん

だんに取り入れ、全く新しいフレーバー

に！

ピート・モンドリアンの「コンポジショ

ン」を再現したラズベリーのターキッ

シュデライトやアンディ・ウォーホルの

「バナナ」が印象的な、ストロベリー

バナナサンデー、そしてジャクソン・ポ

ロックの抽象画を魅せたホワイトストロ

ベリーキューブなど、ストロベリーづく

しの、“＃食べるアート”が心ゆくまで楽

しめるメニューをお届けします。

Harney & Sons（ハーニー＆サンズ）

のティーセレクションやオニバスコー

ヒーなどお好きなお飲みものをお選びく

ださい。

大人気のアフタヌーンティが新フレーバーに。

旬のストロベリーを思い切り楽しむ、＃食べるアート

キンプトン新宿東京でアートを食べよう。

Kimpton Shinjuku Tokyo
“Art Afternoon Tea”

NEW FLAVOR: All about strawberries

ディストリクト ブラッスリー・バー・ラウンジ

AFTERNOON TEA

アフタヌーンティー

4,500 yen

アフタヌーンティー : 2:30pmまたは3pmから2時間制　
＊営業時間は変更となる場合があります。詳細よりご確認下さい。

＜ご予約・お問い合わせ＞

電話番号：03 6258 1111

WEB：www.kimptonshinjuku.com/jp

詳細はこちら

https://www.tablecheck.com/shops/district-tokyo/reserve?menu_lists[]=5ffbef7336dc6800367598e9


高層階から広がる眺望と共に、新宿という街を

映し出す洗練されたライフスタイル空間でお楽し

みいただけるパーティープランをご用意いたしま

した。素敵なイベントに彩りを添える、ヘルスコ

ンシャスな「ヘルシー カーブス」「ハイ プロテイ

ン」の2プランからお選びいただけます。ドリンク

フリーフローにはビールやワインに加え、キンプト

ンだけで味わうことのできる、シグネチャーカク

テルやモクテルも。

ソーシャルディスタンスに配慮したレイアウトで

お席のご用意をいたします。

もちろん、あらゆるリクエストにお応えしますの

でお気軽にお問い合わせください。

春の歓送迎会 にぴったりな

Spring Party Plan

春のパーティーパッケージ

12,000 yen/person

※消費税とサービス料を別途申し受けます。

販売期間： 2 0 2 1 / 3/1 ~  2 0 2 1 /4/ 3 0

ご予約： キンプトン新宿東京 セールスチーム

Sales.KimptonShinjuku@ihg.comまで

ご連絡下さい。

朝6:30から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、夕方はクラフト

ビールやオーガニックワインと、1日のどんな時間

にもご利用いただけます。

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を楽しめるのは、日

本でここだけ！

パッケージに含まれる内容：

・ 選べる立食ブッフェ

・ ドリンクフリーフロー（2時間）

・ 会場室料（2時間）

詳細はこちら 詳細はこちら

https://www.kimptonshinjuku.com/jp/tokyo-restaurants/the-jones-cafe-bar-%e6%9d%b1%e4%ba%ac/
https://www.kimptonshinjuku.com/jp/%e4%bc%9a%e8%ad%b0%ef%bc%8b%e5%ae%b4%e4%bc%9a/


キンプトン新宿東京 ウエディングサロン

03-5468-0888
www.kimptonshinjukuwedding.com

イベント・パーティーに最適なバンケットフロア

LOFT ＜ロフト＞ 17F

高い天井、天窓から差し込む光、インダストリ

アルなスチールの構造がニューヨークを感じさ

せるLoft。日中は代々木公園の緑、夜は新宿

の瞬く夜景。東京に住んでいても知らなかった、

異なる魅力を持つ絶景が広がります。

LAFAYETTE ＜ラファエット＞ 15F

Lafayetteの壁一面に広がる大きな窓は、コ

ンテンポラリーな解釈でミニマルに表現したス

テンドグラス。頭上に輝くメタル製オブジェの

シャンデリアが、ハンギングブーケのような華

やぎを与えます。

THE GALLERY ＜ザ・ギャラリー＞ 16F

ウェディング、アートエキシビション、ソーシャ

ルイベントはもちろん、ファッションショーの舞

台などへと姿を変えるアートギャラリー。壁一

面の大きな窓を木製の彫刻パネルが飾り、視線

は自然と頭上のスカイライトへ。

BOWERY ＜バワリー＞ 14F

自然の風景を模したゆるやかな曲線を描くブロ

ンズメタルの装飾が眩い空間。淡いローズガラ

スのシャンデリアの繊細なきらめきが天井のミ

ラーに映り込んで、幻想的にきらきらとふりそ

そぎます。



掲載情報につきましては今後の情勢により予告なく変更となる場合がございます。最新情報は公式サイトまた

はお電話にてご確認をお願いいたします。Please note that the information in this booklet is subject to 

change without prior notice due to the dynamic nature of the current situation. Please visit our 
official website or call us for updated information.

パンフレット内の表記料金に、消費税とサービス料を別途申し受けます。

消費税 10%   サービスチャージ 15%

新型コロナウイルス感染症への弊ホテルの取り組みについて

www.kimptonshinjuku.com/jp/ihg-way-of-clean

ご予約、各種お問い合わせ

キンプトン新宿東京

03 6258 1111
www.kimptonshinjuku.com/jp

東京都新宿区西新宿3-4-7




