
国内・海外に32軒のホテルを所有、展開するプレミアホテルグループ（ケン不動産リース株式会社、
所在地：東京都港区、代表取締役：佐藤繁）は、グアムで最上級のラグジュアリーホテル「The Tsubaki
Tower（ザツバキタワー）」を2020年4月25日（土）に開業することを決定いたしました。
それに先立ち、2019年10月30日（水）より公式サイト（URL：https://tsubakitower.premierhotel-group.c
om/guam/jp/）にて、スイートルーム62室を含む全340室の宿泊予約の受付を開始いたします。

報道関係各位
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全室オーシャンフロントビューのゲストルームを誇る
グアムの大自然と歴史を体感する、グアム最上級のラグジュアリーホテル

「The Tsubaki Tower」2020年4月25日（土）開業決定

2019年10月30日（水）12時より宿泊予約の受付開始

美しいガンビーチへと続くタモン湾岸の高台にそびえる当ホテルは、グアムで最高層クラスの高さを誇
ります。そのためホテルからは紺碧の太平洋の壮大な景色が見渡せるほか、免税店やショッピング施設の
立ち並ぶタモン中心街までも徒歩圏内の立地であり、高い利便性も備えています。

当ホテルは、“Power of Nature”をデザインコンセプトに、地上から最上階までホテル全体を通してグア
ムの美しい自然、地層や海底から天空、星空に至るまでを表現し、グアムの歴史や自然を体感していただ
ける創りとなっています。グアムの歴史文化とモダンなラグジュアリーさが共存する新たなハイエンドリ
ゾートで、非日常的な時間を提供いたします。
また、ホテル内の全客室をオーシャンフロントビューに構えており、室内の広さがグアムの同カテゴ

リーで最大の45平米の広さとなるスタンダートルームにおいても、太平洋の壮大な景色を一望できる13平
米もの広々としたバルコニーを設けております。
なお、館内にはダイニング2種、バー3種、ロビーラウンジ、デリ、テイクアウトカフェといった多彩な

料飲施設のほか、バルコニーでも軽食をお楽しみいただける24時間対応のルームサービス「In-room 
dining」など、当ホテルならではのおもてなしもご用意いたします。

美しいタモン湾岸の高台にそびえる、最高層クラスのラグジュアリーホテル「The Tsubaki Tower」

▲ロビーラウンジ（サンセット時イメージ）
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開業に先立ち、10月30日（水）12時より宿泊予約の受付を開始いたします。
予約情報詳細は、公式サイト（https://tsubakitower.premierhotel-group.com/guam/jp/）をご確認ください。

◇予約窓口 ：The Tsubaki Tower 公式サイト
https://tsubakitower.premierhotel-group.com/guam/jp/

◇予約開始 ：2019年10月30日（水）12時～
◇料金 ：Camellia Room ／$280～

Camellia Club Room ／$410～
Camellia Jr Suite ／$470～
Camellia Suite ／$670～
Royal Camellia Suite ／$920～
※オンライン価格（OFF期のスタンダードプランの料金を参照）
※上記料金は1泊2名1室あたり、宿泊税別
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予約開始概要

施設紹介

<客室>

当ホテルの客室は全室オーシャンフロントビューを誇り、どのお部屋からもタモン湾の壮大な景色をご堪
能いただけます。デザインコンセプトは、グアムの海からインスピレーションを受け、「平和」と「静け
さ」をイメージした空間として、リラックスした特別なひとときをお過ごしいただけます。また、スタン
ダードルームとなる「Camellia Room（カメリアルーム）」においても、45㎡という客室の広さを持ち、
グアムのホテルの同カテゴリーの客室で最大の広さを誇ります。加えて、全室に13㎡以上のバルコニー、
65インチのスマートTV、1回目は無料で利用可能なミニバー、グアム初となるターンダウンサービスなど
もご提供いたします。
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※その他、詳細は、公式サイト（https://tsubakitower.premierhotel-group.com/guam/jp/）をご確認ください。

▲Camellia Room ▲Camellia Suite Room

ルームサイズルームタイプ

Camellia Room 

Camellia Club Room

Camellia Jr Suite

Camellia Suite

Royal Camellia Suite

バルコニーサイズ 階数

45㎡

45㎡

57㎡

90㎡

136㎡

13㎡

13㎡

13㎡

26㎡

40㎡

3-18階

19-26階

3-26階

20-24階

25階

https://tsubakitower.premierhotel-group.com/guam/jp/
https://tsubakitower.premierhotel-group.com/guam/jp/
https://tsubakitower.premierhotel-group.com/guam/jp/
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オールデイダイニング
Casa Oceano

ファインダイニング
Milano Grill –La Stella-

ホテル最上階に位置し、グアムに輝く空一面の星をイメージし
たライトが特徴の「Milano Grill –La Stella-」では、厳選された
食材を活かした独創的なイタリア料理をご堪能いただけます。
また、最上階から海を見渡せる景色とエレガントな雰囲気で洗
練されたお時間をお過ごしください。

施設紹介

<レストラン・バー>

「Casa Oceano」はスペイン語で“海の家”という意味を持ち、
“グアムの海底”をテーマにしたビュッフェスタイルレストラン
です。レストラン内に縦に走るライトは海中に差し込む光をイ
メージしており、まるでダイビングで海底を旅しているかのよ
うな神秘的な空間となっています。20mものオープンキッチン
を構え、ライブ感を感じられるのも特長。高品質の食材をふん
だんに使用した多彩なメニューをご用意し、朝食・ランチ・
ディナーをご提供致します。

ロビーラウンジ
Fanhåleʻ Lobby Lounge

チャモロ語で“To take roots=根付く” という意味の「Fanhåleʻ」。
まるでどっしりと根付いたグアムの豊かな自然の樹々のように、
雄大な太平洋を望みながらゆったりとリラックスした時間を過
ごしていただけるスペースです。グアムの伝統的なスイーツか
らインスピレーションを得たアフタヌーンティーのご提供をは
じめ、チャモロ文化にインスパイアされたメイドイングアムの
オリジナルメニューをお楽しみいただけます。
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（ミラノグリル -ラステラ-）

（カサオセアノ）

（ファンハーレ）

メインバー
La Cantina

イタリア語で“ワインケーブ（ワインの洞窟）”という意味を表
す「La Cantina」。ここでは、世界各地の上質なワインを取り
揃えており、さらにチャモロの伝説や神話に基づいたオリジナ
ルカクテルをご提供します。ディナー後に27階から臨むグアム
の壮大な景色を目の前に、ジャズやアコースティックミュー
ジックなどの大人のエンターテイメントと、グアムの神秘が感
じられるオリジナルカクテルを愉しむ夜の贅沢なひと時をお過
ごしください。

（ラカンティーナ）



プールバー
Nunu Bar

「Nunu」とは、チャモロ語で“バニアンツリー”を表し、チャモ
ロ族の祖先の精霊が宿る木としてグアムで古くから大切にされ
ている木です。ヌヌからインスピレーションを得たヌヌバーは、
The Tsubaki Towerが展開する3つのバーの中で最も開放感溢れ
るバーです。インフィニティープールから臨む海の爽快な景色
を眺めながら、カクテル・スムージー・スナックなどをお楽し
みいただけるだけでなく、プール内の専用ウォーターチェアで
水に体をゆだね、海風を感じなからカクテルをお楽しみいただ
けます。また夜は、光と水の幻想的な噴水ショーも行われます。

施設紹介

<レストラン・バー>

4

メインプール
Infinity Pool

タモン湾を見下ろす420㎡の美し
くデザインされたインフィニ
ティープールで、空と海の境界
線のない開放空間に身を委ねる
魅惑の体験を。

<その他施設>

ガーデン
The Plaza

ガーデンでは、日中はピクニッ
ク気分で自由にお過ごしいただ
けるほか、夜にはイブニングシ
ネマやガーデンパーティなど、
様々な用途に利用いたします。

スカイウェディング
Sky Wedding
スカイウェディングは最上階27
階にあるアウトドアチャペル。
天空からの息を呑むような眺め
を見下ろしながら、幻想的な
ウェディングが行えます。

※その他、ビーチへのアクセスやミーティング施設など多彩な設備・サービスをご用意しております。
施設の詳細は、公式サイト（https://tsubakitower.premierhotel-group.com/guam/jp/）をご確認ください。
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（ヌヌバー）

ロビーバー
Gadao Bar

グアムの伝説に登場する英雄「ガダオ」をモチーフにしたロ
ビーバー「Gadao Bar」は、日中には様々なドリンクを提供し、
夜にはグアムの村を守ったとされる力強いガダオ酋長をイメー
ジしたウィスキーなどリカー専門のバーに。ローカルから旅行
者まで、重厚な夜を楽しみたい大人たちが集う、グアムの新た
な社交場に最適です。

（ガダオバー）

https://tsubakitower.premierhotel-group.com/guam/jp/


The Tsubaki Tower 概要

プレミアホテルグループは、首都圏の高級不動産賃貸市場の先
駆者であるケン・コーポレーション グループで所有・運営のホ
テルを統括したホテルグループです。現在、海外はグアム・サ
イパンを中心とした9施設、国内は東京、大阪などの主要都市
を中心に23施設、計32施設・約8,000室を、自社ブランドのほ
か、ホテル業界の一流ブランドと提携するマルチブランドで展
開しております。
詳細は公式サイトをご確認ください。

【プレミアホテルグループ公式サイト】
URL：https://premierhotel-group.com/

〈本件取材・掲載に関する報道関係の皆様からのお問合せ先〉
The Tsubaki Tower PR事務局＜㈱イニシャル内＞担当：刑部・竹生・山中・山田・奥山

TEL：03-5572-6316 FAX：03-5572-6065 MAIL：ttt-pr@vectorinc.co.jp 5

プレミアホテルグループについて
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名称
開業日
住所
面積
階数
客室数
施設

公式サイト
Instagram
Facebook

：The Tsubaki Tower （ザツバキタワー）
：2020年4月25日（土）（予定）
：241 Gun Beach road, Tumon, Guam 96913 USA
：敷地面積約22,000㎡ / 延床面積約43,500㎡
：27階
：総客室数340室（スタンダードルーム/ クラブルーム 278室、スイート各種62室）
：ダイニング2種（ファイン/メイン）、バー3種（メイン/プール/ロビー）、ロビーラウンジ、
デリ、テイクアウトカフェ、クラブラウンジ、プール（インフィニティ/キッズ）、
ビーチアクセス、キッズプレイエリア、ミーティングファシリティ（カメリアボールルーム、
パーティルーム、個室6種）、ガーデンプラザ、チャペル

：https://tsubakitower.premierhotel-group.com/guam/jp/
：https://www.instagram.com/thetsubakitower/
：https://www.facebook.com/thetsubakitower/

https://premierhotel-group.com/
https://tsubakitower.premierhotel-group.com/guam/jp/
https://www.instagram.com/thetsubakitower/
https://www.facebook.com/thetsubakitower/

