the b́ akasaka

ザ・ビー 赤坂

■ Location 所在地

■ Hotel Description ホテル概要

7-6-13 Akasaka, Minato-ku, Tokyo 107-0052 Japan
〒107-0052 東京都港区赤坂7-6-13
Tel: 03-3586-0811 Fax: 03-3589-0575
E-mail: akasaka@theb-hotel.com
http://akasaka.theb-hotels.com

ザ・ビー 赤坂見附

A perfect retreat right in the heart of Tokyo - the b akasaka is located in the
center of the business, entertainment, dining and shopping district and is
extremely popular with local Japanese and tourists alike. It is also close to
TBS Akasaka Sacas including Biz Tower, ACT Theater and Akasaka Blitz, and
just 10 minutes walk from some of Tokyo’s most popular spots such as the
Roppongi entertainment precinct, Roppongi Hills, Tokyo Midtown, museums
and art galleries. The hotel is also within easy walking distance of two major
subway stations, providing easy access to the entire city. The ‘b’ concept
provides good breakfast, comfortable bed, balance in your life and an ideal
location for your business requirements.
東京の中心、赤坂にあるスタイリッシュで隠れ家的なホテルです。ホテル正面にはTBS
や赤坂サカスがあり、
ビジネスやレジャーに幅広くご利用いただけます。
女性お1人様でも安心して宿泊いただけるデザイナーズホテルとして、
ご好評いただい
ております。

■ Directions 交通
From Akasaka Station: 5 minute walk
At Akasaka Station take Exit 3b. When you reach ground level walk towards the
TBS building entrance, turn right at the entrance, walk towards the stairs, go to
the top of the stairs and immediately turn left. You will see the hotel at the end
of the street.
東京メトロ千代田線 赤坂駅より：徒歩5分
3番b出口より、TBSの玄関を通りすぎ先の階段をお上がりいただきますと左方向突
き当たりにホテルがございます。
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the b́ akasaka

ザ・ビー 赤坂

■ Accommodation 客室概要

■ Guest Services ゲストサービス

This stylish contemporary hotel provides a comfortable bed and soft linens,
complimentary Wi-Fi and high-speed Internet access, a multi shower-tower,
work desk and LCD TV including CNN.
Check in: 15:00 Check out: 11:00
Guest Rooms: 162 rooms

Complimentary Wi-Fi
Internet Station in Lobby
Coffee-Making Station in Lobby
Laundry Room
Ice and Vending Machines
Copy & Fax
Massage
Dry Cleaning
Delivery Service

落ち着いた色調でトータルにコーディネートされたインテリア。心地よい空間の中で、
ゆっくりとおくつろぎいただけます。客室には多機能シャワー、
ぐっすり眠れるベッド、
気持ちのいいリネン、無料Wi-Fiと高速インターネットを備えております。
チェックイン：15:00
チェックアウト：11:00
総客室数：162室

■ Guest Rooms 162 rooms (1~8F) 客室

合計162室（1〜8階）

type
タイプ

Standard Single
（3〜8F）

area (m2)
面積（m2）

number of rooms
客室数

10m2

60

10m2

2

12m2

2

17m2

84

11m2

2

13m2

12

スタンダードシングル

Standard Single B（1F）
スタンダードシングル B

Standard Twin
（1F）
スタンダードツイン

Superior Plus Twin（3〜8F）
スーペリアツイン

Superior Double（1F）
スタンダードダブル

Superior Double（2F）

Available from Reception
Trouser Press
Iron
Humidifier
Rental PC (Charge)
Wi-Fi / 無線LAN(無料)
インターネットコーナー
コーヒーステーション（ロビー）
ランドリールーム
自動販売機
製氷機
コピー＆ファックス
マッサージ
クリーニング
宅配サービス
【貸出備品】
ズボンプレッサー
アイロン
加湿器
レンタルパソコン（有料）

スーペリアダブル

■ Restaurant レストラン

■ Guest Room Facilities 客室設備
Complimentary Wi-Fi and High-Speed Internet/LAN Cable
LCD TV with CNN
Air Conditioning
Work Desk
Refrigerator
Shower-Tower
Hairdryer
Tea Making Facilities
Nightwear
Washlet Toilet
Electric Hot Water Pot
Ice Pail
Non-Smoking Floors
無料Wi-Fi・高速インターネット/LANケーブル
液晶テレビ
エアコン
デスク
冷蔵庫
多機能シャワー
ドライヤー
お茶セット
ナイトウェア
ウォシュレットトイレ
ポット
アイスペール
禁煙フロア

Italian Restaurant Liana
Opening hours Breakfast 07:00–10:00
Lunch & Dinner 11:00–23:00(Mon. through Fri.)
11:00–22:00(Sat.)
11:00–16:00(Sun. & National Holidays)
You will enjoy a unique ‘b’reakfast in a warm friendly environment.
Offering a la carte lunch and dinner.
イタリアンレストラン リアナ
営業時間 朝食 07:00‒10:00
ランチ、ディナー 11:00‒23:00（月〜金）
11:00‒22:00（土）
11:00‒16:00（日・祝日）
快適な空間でこだわりの b の朝食をお楽しみ下さい。
昼食、夕食もご利用いただけます。

■ Local Area Attractions 周辺施設
Akasaka Sacas
Tokyo Midtown
Roppongi Hills
Omotesando Hills
赤坂サカス
東京ミッドタウン
六本木ヒルズ
表参道ヒルズ
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