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東京ディズニーシー®・
パーク

舞
浜

新浦安

東京方面より 千葉方面より 新浦安駅より（徒歩）

ホテル エミオン
東京ベイ

交 通 の ご 案 内

■ホテルより車で約15分

■ＪＲ京葉線・武蔵野線「新浦安」駅より
1駅4分「舞浜」駅下車

「舞浜」駅よりディズニーリゾートライン
（有料モノレール）にて各パークへ

ホテルへのアクセス

〒279-0013 千葉県浦安市日の出1-1-1　TEL   047-304-2727（代表）       www.hotel-emion.jp

東京ディズニーリゾート®へのアクセス
■東京方面より（東行）
首都高速湾岸線「浦安」出口から約4分
■千葉方面より（上り）
東関東自動車道「湾岸市川」出口から約12分

■JR最寄り駅より
ＪＲ京葉線・武蔵野線「新浦安」駅下車

（東京駅より快速で約17分）徒歩約7分

■羽田空港より
車で約30 ～ 45分

■成田空港より
車で約55 ～120分

― 団体旅行のご案内 ―

東京ディズニーリゾート®・パートナーホテル

ホテル エミオン 東京ベイ

ホテル エミオン 東京ベイ

ご予約・お問合せ：団体予約まで

 営業販売部（ホテル エミオン 東京ベイ内）

TEL  047-304-2723  （10：00 ～ 18：00 ）      FAX  047-304-2728



 We lcome to  Ho te l Em ion Tok yo B a y

充実した施設と最高のおもてなしで、
皆様をお迎えいたします。
ホテル エミオン 東京ベイでは、明るくゆとりある広さの客室や、
東京ディズニーリゾート® 提携ホテルで唯一の天然温泉付き大浴場など、
快適性を重視した施設を備え、皆様のご旅行をお手伝いさせていただきます。
「エミオンタワー」「エミオンスクエア」と、2棟ございますので、
お客様のニーズに合わせてご提案させていただきます。
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全室に洗い場付きバスルームを完備。洗い
場スペースが広めの設計となりますので、快
適にご入浴いただけます。また、トイレと洗
面がそれぞれ独立しており、多人数での利
用時にも大変ご好評をいただいております。

敷地内
バス駐車場

エミオンスクエア
貸切対応可能

ホテル敷地内に大型バス駐車場をご用意し
ております。ホテル入口へのアプローチも
整備され、ご到着・ご出発の際に安全かつ
スムーズな移動が可能です。

2Point 3Point 4Point 5Point 6Point

※乗車人数・時間などご利用条件はお問い合わせください。
※ご利用の際は必ず事前にお知らせください。 ※ご利用条件はお問い合わせください。

※バス駐車場は1団体様につき1台まで駐車可能です。
　（事前予約制）

「各種学校団体」「企業様イベント」などホ
テル１棟の貸切利用が可能です。エミオン
タワーと独立した建物となる為、団体様の
プライベート空間として利用可能なホテル
となっております。

免震構造
（揺れ幅が小さく緩やか）

天然温泉付き
大浴場（有料）

シャトルバス
利用可能

全室
洗い場付きバスルーム
+トイレ・洗面独立型

万一の大型地震からお客様の安全をお守り
するため、「免震構造」を採用しておりま
す。大きな揺れの衝撃を免震装置が吸収し、
建物上部への地震エネルギーの伝わりを抑 
えます。

ホテル館内に天然温泉付き大浴場(有料)を
ご用意しております。地下1,500ｍより汲み
上げる天然温泉で、こころも体もリラックス
していただけます。

東京ディズニーリゾート®からホテルまで
直通の無料パートナーホテル・シャトルに
ご乗車いただけます。パークからホテルま
では約15分とアクセス便利です。
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●カジュアル5 (4～5名定員)

● 客室面積 56㎡
● ベッド2台 (200cm×110cm)
   ハイダーベッド1台 (183cm×93cm)
   ソファベッド1台 (200cm×110cm)
   スタッキングベッド1台 (188cm×100cm)
● 洗い場付きバスルーム
● 温水洗浄機付きトイレ(独立型)

4 ～ 6名様にてご利用いただけるお部屋をご用意しております。

建物概要

規模

主体構造

客室数

付帯施設

地上22階建て 地下なし

RC造（免震構造：中間層免震）

380室

食事会場、天然温泉付き大浴場（有料）、
コンビニエンスストア、レストラン

Guest Room 〈13F～21F〉

● 2～3名定員
● 客室面積 28㎡
● ベッド2台  （200cm×110cm）
● ハイダーベッド１台  （183cm×93cm）
● 洗い場付きバスルーム
● 温水洗浄機付きトイレ  (独立型)

●スタンダードルーム

明るく開放的な「スタンダードルーム」は２～３名様でのご利用に最適。

Guest Room

●和洋室Bタイプ (4 ～ 6名定員)

● 客室面積 60㎡
● ベッド2台 (200cm×110cm)
   ハイダーベッド1台(183cm×93cm)
   布団3枚 (200cm×95cm)
● 洗い場付きバスルーム
● 温水洗浄機付きトイレ(独立型)
● シャワーブース付き

●和洋室Aタイプ (4～5名定員)

● 客室面積 57㎡
● ベッド2台 (200cm×110cm)
   布団3枚 (200cm×95cm)
● 洗い場付きバスルーム
● 温水洗浄機付きトイレ(独立型)

●ファミリー６ (4 ～ 6名定員)

● 客室面積 67㎡
● ベッド４台 (200cm×110cm)
   ハイダーベッド1台 (183cm×93cm)
   ソファベッド1台 (200cm×110cm)
● 洗い場付きバスルーム
● 温水洗浄機付きトイレ(独立型)
● シャワーブース付き

15F   高層階／客室フロア平面図一例

● カジュアル５……5室
● 和洋室Aタイプ…1室
● 和洋室Bタイプ…3室
● ファミリー 6 ……2室
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全380室 最大定員
6名様

1フロア
最大

72名様
低層用（1～12F）
エレベーター2基宅配

カウンター

中庭
フロントロビー

高層用（1,2,12～22F）
エレベーター3基

メインエントランス

ディズニーファンタジーカンファレンス
ガーデン
（小会議室／44㎡）

ララ イタリアーナ
（イタリアンレストラン）

パーム
テラス
（食事会場
    ／120㎡）
50席

パームガーデン
（食事会場／239㎡）
100席

ウォークインエントランス

1F ロビー平面図 5F 低層階／客室フロア平面図一例

Floor  Map

冷暖房（温度調節可能）空調設備

カードキー（オートロック式）、部屋毎2枚ルームキー

内線・外線（利用停止可能）電話

一般放送のみ（有料放送無し）ディズニーチャンネル無料テレビ

冷蔵庫 中身無し（コンビニ・自動販売機にて  ドリンク販売有り）冷蔵庫

洗い場付きバスルームバスルーム

温水洗浄機付（独立型）トイレ

折りたたみ式バゲージ台、タオルハンガー、ドライヤー、
加湿空気清浄機、靴乾燥機、消臭・除菌スプレー（ファブリーズ）備品

シャンプー、リンス、ボディソープ、ハンドソープ、
フェイスウォッシュ、クレンジング、化粧水、乳液、歯ブラシ、カミソリ、
コットン、綿棒、ヘアブラシ、ヘアバンド、ボディタオル、バスタオル、
ルームウェア（セパレートタイプ）、スリッパ

アメニティ

室内設備

洗い場付きバスルーム

全室に洗い場付きバスルームを完備。
洗い場スペースが広めの設計となりま
すので、快適にご入浴いただけます。

エミオン
タワー

エミオンタワーでは２～３名様で
のご利用に最適なスタンダード
ルームに加え、最大６名様でご
宿泊いただける大部屋など多彩
な部屋タイプをご用意。館内に
は３つの宴会場と小会議室を備
え、パーティーや会議を伴うご宿
泊も快適にご利用いただけます。

〈3F～12F〉

※フロアによって異なります。

● スタンダードルーム…20室



規模

主体構造

客室数

付帯施設

地上8階建て 地下なし

RC造（免震構造：基礎免震）

204室

食事会場、天然温泉付き大浴場（有料）、コンビニエンスストア

建物概要

Floor  Map

ゆとりある広さの客室は主に２タイプ、いずれも定員４名様となります。
１フロア全34室の内、同じタイプのお部屋が30室で構成され、
お部屋割りにも便利です。

Guest Room
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スクエアフォースルーム
● 3～4名定員　
● 客室面積 38㎡
● ベッド3台
  （205cm×110cm） 
● スタッキングベッド１台
　（190cm×110cm）
● 洗い場付きバスルーム
● ミニシンク
● 温水洗浄機付きトイレ(独立型)

スクエアコーナーフォース
● 3～4名定員　
● 客室面積 42㎡
● ベッド3台
  （205cm×110cm）
● スタッキングベッド１台
　（190cm×110cm）
● 洗い場付きバスルーム
● ダブルベイシン
● 温水洗浄機付きトイレ(独立型)
● バルコニー

ロビー

A B

C

吹き抜け
EVホール

コンビニエンス
ストア

コインランドリー
自動販売機

スクエアホール
（食事会場
／約218㎡）
90席天然温泉付き

大浴場

エレベーター
3基

スクエアホール
（食事会場／約470㎡）

250席

吹き抜け
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全204室

最大定員
4名様

1フロア
最大

136名様

4F～ 8F 客室フロア平面図2F

ロビー平面図

室内設備

冷暖房（温度調節可能）空調設備

カードキー（オートロック式）、部屋毎2枚ルームキー

内線・外線（利用停止可能）電話

一般放送のみ（有料放送無し）ディズニーチャンネル無料テレビ

冷蔵庫 中身無し
（コンビニ・自動販売機にて  ドリンク販売有り）冷蔵庫

洗い場付きバスルームバスルーム

温水洗浄機付（独立型）トイレ

折りたたみ式バゲージ台、タオルハンガー、ドライヤー、
加湿空気清浄機、靴乾燥機、
消臭・除菌スプレー（ファブリーズ）

備品

シャンプー、リンス、ボディソープ、ハンドソープ、
フェイスウォッシュ、クレンジング、化粧水、乳液、歯ブラシ、
カミソリ、コットン、綿棒、ヘアブラシ、ヘアバンド、ボディタオル、
バスタオル、ルームウェア（セパレートタイプ）、スリッパ

アメニティ

洗い場付きバスルーム

全室に洗い場付きバスルーム
を完備。洗い場スペースが広
めの設計となりますので、快
適にご入浴いただけます。

エミオン
スクエア
「エミオンスクエア」の客室は全
204室、最大４名様まで宿泊可
能です。また、約250名一括で
ご利用いただける会場を備え、
ご旅行に適した環境を整えてお
ります。

広さ470㎡を誇る食事会場「スクエアホールA・B」は、ビュッフェ
形式のお食事でもご用意することが可能です。人数の多い大型団体で
のご朝食でも、時間帯別に分かれることなくご利用いただけます。他
にも218㎡、90席の「スクエアホールC」もご用意しております。

約250名一括で利用可能な大型会場スクエア

ホテル最上階（22階）からの景色を望む「ルーチェ」(131㎡ /70名)。
窓一面から中庭が見渡せる「パームテラス」（120㎡ /50名）、大人数で
の会議・パーティーにも対応可能な「パームガーデン」（239㎡/100名）
など、ご利用人数・用途に合わせて会場をお選びいただきます。

利用シーンに合わせて選べる３つの宴会場タワー

※ご利用内容により収容人数が異なります。詳しくはお問い合わせください。

Funct ion Room

フリー Wi-fi 
サービス

宿泊者専用の「天然温泉付き大浴場」をスクエア・タワーそれぞれに 
併設しております。

天然温泉付き大浴場　ほほえみの湯（有料）

有料　※料金の詳細はお問い合わせください。

17：00 ～ 25：00 ／ 6：00 ～ 10：00
（最終受付 24：30 ／ 9：30）
※ご利用時間が変更になる場合がございます。

男性大浴場／内湯2（うち1つは天然温泉）、
露天風呂（エミオンタワーのみ）、サウナ、掛け湯、水風呂
女性大浴場／内湯2（うち1つは天然温泉）、
露天風呂（エミオンタワーのみ）、サウナ、掛け湯
※タワーの女性風呂のみミストサウナとなります。

利用料金

利用時間

施設概要

Spa / Shop / Ser vice

コンビニエンスストア
「ファミリーマート」

ソフトドリンク、アルコール、フー
ド、お子様用品、雑貨などを取
り扱っております。

営業時間　7：00 ～11：00、
　　　　   15：00～24：00

スクエア スクエア

タワー タワー

スクエア タワー

ディズニー
ファンタジー

©Disney

東京ディズニーランド®、東京ディ
ズニーシー® のキャラクターグッ
ズを販売しております。※エミオ
ンタワーのみの営業となります。

営業時間　8：00 ～ 21：00

タワー マッサージ
（タワーのみマッサージルーム有り）

日頃の疲れを癒すマッサージ
サービス（有料）もご用意してお
ります。※エミオンスクエアは
お部屋での施術のみとなります。

営業時間　19：00 ～ 27：00
　　　　　（最終受付 26：00）

客室・ロビー・レストランなどホ
テル館内では、無料 Wi-Fi サー
ビス（無線LAN）がご利用いた
だけます。

※露天風呂はエミオンタワーのみとなります。

スクエア

タワー


