
 

News Release 2018年 8月 3日 

小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 

2018 年 10 月 1 日（月）ホテルの利用機会が広がる「パーティールーム」誕生！ 

～会場名も一新。圧倒的な眺望を生かした新たな空間へ～ 

 

 

 JR 新宿駅南口から徒歩 3 分「小田急ホテルセンチュリーサザンタワー」（所在地：東京都渋谷

区代々木 2-2-1、総支配人：河村 治）では、ホテル直営料飲施設の改装を 2016 年より 3 ヶ年    

計画で順次進めてまいりました。2016 年 2 月にラウンジ「サウスコート」、本年 3 月には新しい

業態のもと「サザンタワーダイニング」がオープン。そしてこの改装計画の最終章となる 21階の

パーティーフロアは、2018 年 10 月 1 日に、高層階からの眺望を生かしたカジュアルで      

にぎわいあふれる交流のハブとして、会場名も新たに誕生いたします。 

 「パーティーフロア」の全面リニューアルは、1998年のホテル開業以来初めてとなります。 

改装にあたり、新しく定めたメインコンセプトは、“コミュニケート＆トーキョーダイナミック 

ビュー”。2020年を契機とした MICE需要の増加や個人の会食も含めた利用シーンの多様化に対応

した設備、シェフやサービススタッフとお客様とのタッチポイントの演出とおいしい料理の提供、

またサザンタワーの魅力のひとつでもある躍動的に広がる東京の景色を、お客様それぞれに  

心から愉しんでいただくための新たな空間を創り出します。 

小田急ホテルセンチュリーサザンタワーの利用の幅がますます広がる 21 階「パーティー   

ルーム」のリニューアル概要は次ページ以降をご参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ▲レストラン個室「ガーデンビュー」  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔小田急ホテルセンチュリーサザンタワー21階「パーティールーム」リニューアル概要〕 

 

■ 工事日程（予定） 

2018年 7月 17日（火）～9月 30日（日） 

  

■ リニューアルオープン日（予定） 

2018年 10月 1日（月） 

 

■ 工事費用（概算） 

総計 285,029千円 

 

■ 設計・施工 

株式会社丹青社、大成建設株式会社、株式会社小田急百貨店、株式会社弘電社 

日本調理機株式会社 ほか 

 

■ メインコンセプト：「コミュニケート＆トーキョーダイナミックビュー」 

躍動的に広がる東京の眺望とともに、お部屋の使いやすさと居心地のよさが、仲間との 

“コミュニケーション”を深め、「この先の元気・活力」をチャージします。 

 

 

▲パーティールーム「遥（Haruka）」 



■ 改装のポイント 

1.21階フロアのゾーニング 

尐人数のお集まりから中規模の会議やパーティーまで実施が可能な「パーティールーム」と、 

2018 年 3 月にグランドオープンした 20 階サザンタワーダイニングの個室として利用できる  

「アネックス（レストランの離れ）」で構成されています。 

＜パーティールーム：2室（内 1室は分割可能）/ レストラン個室 2室＞ 

 

2.パーティールームの名称変更と特徴 

小田急ホテルセンチュリーサザンタワーの魅力の一つ “眺望・ビュー”を会場名に取り入れ 

ました。すべてのお部屋の窓からは、新宿御苑を一望する東側の景色が広がります。新宿という

高層ビル群がそびえ立つエリアにありながら、眺望をさえぎるビルが尐なく、春は桜、秋は紅葉

と、季節の移ろいを景色でお楽しみいただけるのが、このパーティーフロアの醍醐味でもあります。 

 

遥（Haruka）130㎡ / 旧パークルーム  

この部屋に入るとまず目に飛び込んでくるのは、東・南・西の三方向を望む窓から広がる、圧巻

の 270°ビュー。昼は光と空、緑の清々しい雰囲気、夜は光り輝く東京の夜景をご覧いただき 

ながら、パーティーや会議にご利用いただけます。 

 

天空（Tenku）100㎡ / 旧イーストルーム 

ドアを開けた瞬間、窓一面に空が広がり、まるで“天空”にいるような雰囲気が魅力。部屋の 

中央に可動式のパーテーションを備える天空は、ご利用人数に応じて、“天（Ten）”と“空（Sora）”

の 2 つに分割することができ、会議やセミナー、ブレックファーストミーティングやパーティー

などのビジネス関連での利用や、同窓会などの小グループのお集まりなど、さまざまなシーンで

利用できる便利で使い勝手の良いパーティールームです。 

 

ガーデンビュー（Garden View）37㎡ / 旧オースティンルーム 

固定式の楕円テーブルが印象的な「ガーデンビュー」は、20 階サザンタワーダイニングの個室。

眺望は新宿御苑をはじめとする東京の景色が、また眼下には新宿駅を発着する電車の往来を望む

ことができ、電車好きのお子様や鉄道ファンの方にもおすすめです。 

室内には、65 インチのテレビモニターを壁面に備え、海外挙式後のお披露目食事会やお子様の 

成長を祝う会などで、お客様ご自身でお持ち込みになった映像を上映することも可能です。 

また、シェフやパティシエが料理やデザートをお客様の目の前で仕上げる“プレゼンテーション 

カウンター”を配置し、できたてのおいしい料理をすぐにご提供いたします。 

 

シティビュー（City View）50㎡ / 旧ベルビュー・ケンブリッジルーム 

楕円テーブルを配置し、20 階サザンタワーダイニングの個室として、最大 16 名様までご利用 

いただけます。また、テーブルを変更して、尐人数の会議利用が可能です。ガーデンビュー同様、

プレゼンテーションカウンターを備え、会食時にはシェフやパティシエが料理やデザートをお客

様の目の前で仕上げる演出もお楽しみいただけます。 



3．バックスペースの拡充 

20～30名規模の宴席にご利用いただいた、西側にあった会場「アーバンルーム」をバックスペース

の一部に変更。バックスペースを拡充改装することで、料理やドリンクをよりスピーディーに、

また、今まで以上に安心・安全な環境でのご提供が可能になりました。 

 

4.料理 

パーティールームで提供する料理はすべて 20 階サザンタワーダイニングのオープンキッチンで

作られます。ホテルの料飲施設（レストラン、ラウンジ、パーティールーム）を総括する料理長  

岡本 省三（おかもと・しょうぞう）が心を込めて作り出すのは、フレンチの技法を忠実に守り 

ながら、和洋のエッセンスをプラスした目でも舌でも楽しめる彩り鮮やかな料理。復興支援の 

思いもあり、宮城県女川産の魚介類や海藻類、熊本県産のあか牛や野菜など、産地にこだわった

食材を使った料理をご用意します。 

 

5．演出 

お客様とのタッチポイントを増やすため、“シティビュー”や“ガーデンビュー”では、プレゼン

テーションカウンターを常設。また、パーティールームでは新たにアイスフィンクなどを導入し、

シズル感はもちろんのこと、料理を通じてシェフやパティシエとお客様との間で活発にコミュニ

ケーションがとれる愉しさを演出いたします。 

 

■パーティープラン料金 

コース料理（お飲み物別 / 8名様～60名様）￥6,300 / ￥7,500 / ￥10,000 

ブッフェ料理（フリードリンク付き / 20名様～80名様）￥7,800 / ￥8,800 / ￥9,800  

大皿料理（フリードリンク付き / 8名様～16名様）￥6,800 

 

※上記は全て 1名様料金、2時間の室料、10％のサービス料、8％の消費税が含まれます。 

※コース料理プランにはフリードリンクセット（￥1,000 / ￥1,500 / ￥2,500 / ￥3,000）も 

ご利用いただけます。 

※用途に合わせご利用いただける各種プランもご用意しております。 

※ガーデンビューとシティビューでは、サザンタワーダイニングのコースメニュー（ランチ・ 

ディナー）をご用意いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■ 会場の広さ・ご利用人数・会議室料 

会場名 広さ 

（㎡） 

天井高 

（ｍ） 

最大 

収容人数 

基本料金 

（2時間） 

追加料金 

（1時間） 

終日料金 

遥（Haruka） 130  

 

 

2.65 

60 100,000 50,000 600,000 

天空（Tenku） 100 48 80,000 40,000 480,000 

天（Ten） 50 24 40,000 20,000 240,000 

空（Sora） 50 24 40,000 20,000 240,000 

シティビュー 

（City View） 

50 24 40,000 20,000 240,000 

ガーデンビュー 

（Garden View） 

37 12 30,000 15,000 180,000 

 

※料金には 10％のサービス料、8％の消費税が含まれます。 

※「天空」は「天」と「空」を連結した会場です。 

※リリース内の会場予想図は 2018年 7月現在のものです。一部変更になる場合があります。 

 

お客様からのお問い合わせ先  

03-5354-0111（ホテル代表）／宴会予約：03-5354-2155  

宴会予約お電話受付時間 10：00～19：00（土・日・祝日 10：00～18：00）  

オフィシャルホームページ https://www.southerntower.co.jp 

 ※本プレスリリースは、オフィシャルホームページでもご覧いただけます。 

 

〔小田急ホテルセンチュリーサザンタワー概要〕 

名称：  小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 

     （運営会社：株式会社ホテル小田急サザンタワー） 

開業日： 1998年 4月 11 日 

代表者： 取締役社長 小柳 淳 

総支配人：常務取締役 河村 治 

所在地： 東京都渋谷区代々木 2-2-1 複合ビル「小田急サザンタワー」の 19階～35階 

施 設： 客室 375室（22階～35階）、レストラン・ラウンジ 4（19階・20階）、 

パーティールーム 2室・個室 2室（21階）、ロビーショップ（20階）、 

駐車場（地下 1階～地下 3階） 

アクセス：JR新宿駅甲州街道改札、新南改札より徒歩 3分 

     新宿駅南口より徒歩 3分 

     都営地下鉄新宿駅 A1出口より徒歩 1分 

 

 以上のニュースリリースについてのお問い合わせ先 

小田急ホテルセンチュリーサザンタワー 

販売促進担当：畔上（あぜがみ）、須永、櫻井、澤田 

TEL:03-5354-2162（直通）FAX:03-5354-2180（直通） 

メールアドレス：pr@southerntower.co.jp 

https://www.southerntower.co.jp/
mailto:pr@southerntower.co.jp

