


“Something Happens!?“  
何かが起こるかもしれない?!  

ファッション、情報、
エネルギーの発信基地、
渋谷。様々な欲が交差
する ここ円山町1丁目
１番地、この場、この
瞬(とき)のEN(円、縁、
宴、艶、苑、炎)が、
ボーダレスな人々の
「輪」を広げ 皆のこ
ころに「和」をなす。 



【ENロゴマークの由来】 
  
  

SHIBUIYA HOTEL ENという名は、 
 円山町の円と 

さまざまな「えん」 
円、縁、宴、艶、苑、炎… 

の意味が込められています。 
  

ロゴマークには、円相をイメージしました。 
  

ひと筆で描かれた「円相（えんそう）」は、 
古くから、悟りや心理、宇宙の象徴とされ、 

己の心をうつす窓（円窓）ともいわれています。 

ENのロゴマークは、 
渋谷区円山町1丁目の区画をあしらって 
デザインされています。 



            9F 和（Wa） 

            8F 森羅万象（Universe） 

            7F 千本鳥居（Senbon Torii） 

            6F 能舞台（Noh stage） 

            5F 北斎 赤富士（Hokusai Red-Fuji） 

            4F あじき路地（Ajiki-roji） 

            3F 手ぬぐい（TENUGUI） 

            2F 漫画（MANGA） 

             

             

       1F エントランス＆レストラン「Ncredible Bistro Moderna & Bar Tokyo」 

❶ 
沢山の“わくわく感””驚き“を 

仕掛けたロビー＆廊下 
「SHIBUYA HOTEL EN」は、2階から9階までが客室階です。各階廊下が異なる世界観で表
現されており、“Incredible”な空間から、寛ぎに満ちた「静」の居室へと誘います。 

廊下に流れる、オリジナルBGMは、朝昼夜、四季に合わせてコンピレーション 

世界からも注目される、日本の漫画、美少女ア
ニメーション。美少女が「さあ、ついておい
で！」とばかりに、スクランブル交差点から
SHIBUYA HOTEL ENまで、渋谷を道案内。 

満開の桜に心弾む春、祭りの活気を楽しむ夏、
木々の葉が色ずく実りの秋、凛とした雪景色
の冬…日本の美しい春夏秋冬を、手ぬぐいで
鮮やかに表現した、四季の美術館です。 

あじき路地は、明治時代末期に建てられた築
100年ほどの町家長屋です。床の洗いだし、
本物の木の壁、暖簾・・・夜になれば灯篭が
灯り、京都の路地ならではの凛とした空気、
陰影の美学を感じていただけるでしょう。 

日本の庶民文化を語り継ぐ浮世絵。葛飾北斎
の富嶽三十六景から、凱風快晴：赤富士を選
びました。まるで北斎の絵の中に迷い込んだ
ような不思議な感覚を味わっていただけます。 

五色の揚幕をめくると、本物の木を施した、
橋掛かりさながらの能舞台。奥の黒幕の向こ
うから、喜怒哀楽のすべてを演じきる小面が、
今日の舞台の主役「あなた」をお迎えします。 

京都の伏見稲荷大社、鮮やかな朱色に連なる
「千本鳥居」。本物の木を使った鳥居に圧倒
され、中をくぐると、何とも神妙な思いに。
渋谷区の氏神様、金王八幡宮にご祈祷をいた
だいた、願いを書ける絵馬をご用意しました。 

自然のものには全て神が宿っている・・日本
の神道における八百万の神への思い。森羅万
象に対する、畏敬の念を表現しました。森の
中から飛び出してきた小鹿は守り神として、
旅の無事をお守りしてくれるようです。 

「輪」を広げ、皆のこころに「和」をなす。
ENのPhilosophyを、この最上階でまとめ
あげました。禅から受け継ぐ日本の芸道の一
つ、茶道。天井の曲線も見事な茶室の佇まい
に込めた、おもてなしの心をお届けします。 
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❷ 
木や石、ブリックなど 

贅沢な素材を施した、くつろぎの居室 
ホテルの概念を超えて、木や石、ブリックなど、費沢な素材を部屋に施し、日本の伝統と
西洋の合理性が調和した空聞をお楽しみいただけます。 

  

“Japanese Modern” 
日本の匠の技で新しい日本を表現しました。 
和の伝統色、い草の香り等が心を癒します。 

  

“Factory Modern” 
壁面にブリックを使い、 

ファクトリーやアトリエさながらの 
クリエイティプな感覚を刺激する空間に仕上げました。 

英国スランバーランド社製の最高峰 「グランドスイート」を全室のベッドに採用 

モザイクタイルでデザイ
ンされたシャワールーム 

厳選された精油を賛
沢に使用した、英国
のアロマブランド、
「アロマセラピーア
ソシエイツ」のアメ
ニティを採用。 

芳醇な贅の極み、KYOTO
「祇園辻利・宇治玉露」
や厳選したコーヒでおも
てなし。 

高画質液晶TV
「AQUOS」４０型を
標準装備。地上波・
BS・CNN導入。 

全室Free WiFi 

1940年代、時の英国王ジョージ6世により英国王室御
用達(Royal Warrant)の称号を受け、さらに、1955
年に女王エリザベス2世より、1965年に女王の皇太后
より、過去3度にわたりロイヤルワラントを授かった
スランバーランド。「ベッドルームは人生に豊かな時
間をもたらす空間でなければならない」理想の眠りを
追い続けたスランバーランドの最高峰のグランドス
イートを全室に導入しました。 



 
特別フロアには、 

さらにIncredibleな空間を。 

 “古民家”（Kominka Old Folk House ) 
伝統な日本建築を受け継ぐ家屋の風合いを再現した部屋。 

天井に木材を使ったり、くつろぎの 

縁側スペースもつくりました。 

  

“オリエンタル（Oriental)” 
オリエンタル調のインテリアやベッドを 

ベールで囲い、 

都会にいながら南国のリゾート気分が味わえます。 

 “洞窟(Cave)” 
まるで石の洞窟にいるような癒しの空間。 

最高級のマッサージチェアが 

極上の癒しへといざないます。 

  



❸ 
渋谷バリスタを目指した、 

丁寧＆フレンドリーなサービス 
「渋谷バリスタ」を目指して・・・食、文化、エンターテイメント、ファッション、 
観劇、ショッピング、スポーツなど、ゲストお一人お一人のニーズに合わせて、 
旅のアクティビティを丁寧かつフレンドリーにお手伝します。 

SHOPPING 
SHIBUYA109 東急百貨店 渋谷・本店 Qフロント Shibuya Hikarie 

CULTURE 

明治神宮 

Bunkamura 渋谷公会堂 渋東シネタワー 

History 

SHIBUYA CLUB  
QUATTRO 

SHIBUYA HOTEL ENは、渋谷の繁華街の中心にあり、Bunkamuraから
徒歩１分、ブランドショップや大手家電量販店、ファッションビルなど、
人気の場所がすべてが徒歩圏内という好立地です。 
「裏渋谷」と「奥渋谷」の中心にあり、話題のレストランやバー、クラ
ブ巡りにぴったりのアドレスです。人気クラブなども直ぐ近くですので、
ゲストの皆様のご要望に応じて、ご紹介をさせていただきます。 



NCREDIBLE 
 
 
 

インクレディブル  
ビストロ モデルナ ＆ バー ・ トーキョー 

Bistro Moderna & Bar  
  

Tokyo 

CONCEPT 
 

『健康と美』と生命の根源たる様々な『欲』を 

“食する”をテーゼに 

 

厳選した黒毛和牛, ラムチョップ, 手長エビなどの本格Grillをメインに 

フォワグラやアワビのソテー、チーズたっぷりのシーザーサラダや 

パルメジャーノ・リゾット、そして、魚介類、豆類、野菜・ハーブ、食べるオイルで演出し

たMediterranean（地中海料理）と、French、和さえも感じさせる 

Incredibleなお料理を 

Open Kitchenの躍動感を感じながら楽しんで頂く 

 

Counter style Dinner 

“Something happens!!”    “何かが起こるかも？！” 



営業時間 

LUNCH 11：30～15：00 

CAFÉ 15：00～18：00 （近日予定） 

DINNER 18：00～23：00 

BAR 22：00～2：00 （近日予定） 

Our Chef 

 Masanori MATSUISHI  (松石 匡伯） 

  ソシエテ ミクニ 

シャトーレストラン タイユバン・ロブション 

（ラ・ターブル・ジョエルロブション / ラトリエ・

ド・ジョエルロブション） 

Max Bordeaux Roppongi など 

ミシュラン星付きレストランを歴任 

お問い合わせ 

TEL: 03-6809-0597  
  

    

  

  

オリジナル 少し辛めのブイヤベース アンガスビーフのグリヤード 



Information 

【施設概要】 

名称： SHIBUYA HOTEL EN（シブヤ ホテル エン） 

客室数： 55室（全室禁煙） 

価格帯： シングル 1泊19,000円～（消費税、東京都宿泊税別） 

 ツイン 1泊25,000円～（消費税、東京都宿泊税別） 

 特別室 1泊40,000円～（消費税、東京都宿泊税別） 

支配人： 鈴木俊也(すずき しゅんや)  

住所： 東京都渋谷区円山町1-1 

交通： JR渋谷駅(ハチ公口)より徒歩約7分、道玄坂下交差点から徒歩約5分 

 

本リリース・製品や画像貸出に関するお問合せ先  

 担当者：  JADE PR 島崎由佳子 

 T E L ： 090-9956-9644 

 F A X ： 03-6730-2447 

 M A I L ： yukako@jade-pr.com  

 

掲載時のクレジット及びお問い合わせ先・宿泊予約 

 名称： 「SHIBUYA HOTEL EN （シブヤホテルエン）」 

 TEL：  03-5489-1010 （24時間受付） 

 URL： www.shibuyahotel.jp （日本語・英語） 

 住所：  東京都渋谷区円山町1-1 
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