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ニューヨーク・マンハッタンに超高層一棟建てホテル
「ハイアット タイムズ スクエア ニューヨーク 」を開業
～アウトドア テラスを備えた最上階のルーフトップ バーは近日オープン～

ハイアット ホテルズ コーポレーションは、2013 年 12 月、ニューヨーク・マンハッタンの中心、“世
界の交差点”の異名を持つタイムズ スクエアのエリアに、マンハッタンで 7 軒目のホテル、「ハイ
アット タイムズ スクエア ニューヨーク (Hyatt Times Square New York)」を開業いたしました。
ブロードウェイと 7 番街が交わる交差点、タイムズ スクエアから徒歩数分、ウェスト 45 丁目
（West 45th Street） に面する新築 54 階建て、総客室数 487 室のこのホテルは、北米にあるハ
イアット ホテルの中で最も高い一棟建てホテルのひとつとして誕生しました。徒歩圏内にはブロ
ードウェイの劇場街、ロックフェラーセンターやラジオ シティ ミュージック ホール、有名ブランドシ
ョップが軒を連ねる 5 番街、そしてビジネス街として知られる 6 番街などが広がり、ビジネスにもレ
ジャーにも最適な立地を誇ります。
ハイアットは昨年、マンハッタンに、セレクトサービスブランドの「ハイアット プレイス ニューヨーク
／ミッドタウン サウス (Hyatt Place New York/Midtown South)」と、フルサービスブランドの
「ハイアット ユニオン スクエア ニューヨーク (Hyatt Union Square New York)」を含む計 3 軒
のホテルをオープンし、今夏には「パーク ハイアット ニューヨーク」を開業する予定です。

当ホテルの総支配人を努めるリチャード・モーガンは、「ニューヨークで最も躍動感溢れるこのエリ
アに、モダンシックなアーバンスタイルの寛ぎの場をご用意いたしました。このエリアの魅力やお
すすめの観光スポットをご紹介し、お客様にハイアットの真のおもてなし、そして真のニューヨーク
体験をお楽しみいただきたいと思っています。」と、述べています。
ホテルは 1 つのフロアに最大 11 室の客室という余裕のある造りとなっており、まるでアパートに滞
在しているかのような居心地の良い空間が広がります。ハイアットをはじめ数多くの有名ホテルや
レストランの設計を担当してきた建築家、ジョージ・ウォン氏がデザインを手掛けたゲストルームは、
床から天井まで伸びる大きな窓が印象的で、室内は明るく、自然な風合いの織物と温かみのある
木材に、地元アーティストによるポップなラウンジチェアなど、鮮やかな色彩が目を引く都会的なア
ートやモダンな調度品の数々が見事に調和しています。全客室に 47 インチのフラットスクリーン
TV、機能的なワークスペース、コーヒーメーカーや冷蔵庫、そしてモバイル電子機器に対応可能
なマルチポート接続などを完備しています。更に 49 室あるスイートには、ゆったりと浸かれる深い
バスタブやレインシャワーを備えた広いバスルームもあり、快適なご滞在をお約束いたします。最
高級のプレミア スイートには、眼下に広がるマンハッタンの摩天楼を一望できる専用のテラスが
あります。
アメリカのコンフォートフードを提供するホテルで唯一のレストラン「T45 ミッドタウン ダイナー
（T45 Midtown Diner）」のお食事は、活気溢れる店内はもちろん、テイクアウトやルームサービ
スでもお楽しみいただけます。最新鋭のカーディオマシンやウェイトマシンを完備したフィットネス
センターは、24 時間いつでもご利用いただけます。
更に、下記の施設が 2014 年初頭に順次オープン予定です。


SPAN Architecture がデザインした最上階 54 階のルーフトップ ラウンジ「バー54（bar
54）」では、ニューヨークをテーマとしたオリジナルカクテルやスナックとともに、ハドソン
リバーからイースト リバーまで広がるマンハッタンの絶景をご堪能いただけます。 オー
プンエアの屋外テラスには、暖炉が設置されたスペースもご用意しております。



ご宿泊ゲスト以外のお客様もご利用いただける約 390 ㎡のスパ施設は、タイムズ スク
エア エリアで唯一のホテル スパです。 喧騒から隔絶されたトリートメントルームでマッ
サージを堪能したり、マニキュア／ペディキュア ステーションでお洒落に磨きをかけたり、
あるいは併設のバーでご歓談いただいたりと、思い思いにリラックスしたひとときをお過
ごしいただけます。



約 185 ㎡の会議・宴会施設には、ボードルームをはじめ、それぞれテラスを併設した隣
接する 3 つのサロンがあります。サロンにはたっぷりと自然光が入り、最新鋭の AV 機器
を完備しています。 54 階のルーフトップラウンジやテラスも、ビジネスミーティングやウ
ェディング、ご宴会等の各種イベントにご利用いただけます。

Hyatt Times Square New York について
54 階一棟建て、客室数 487 室を擁する「ハイアット タイムズ スクエア ニューヨーク」は、マンハッ
タンの中心、世界的に有名なタイムズ スクエアから徒歩数分という好立地を誇ります。徒歩圏内
にはロックフェラーセンターやラジオ シティ ミュージック ホール、ブランドショップが軒を連ねる 5
番街やビジネス街として知られる 6 番街などが広がり、ビジネスにもレジャーにも最適なホテルで
す。 有名な建築家、ジョージ・ウォン氏がデザインを手掛けた広々としたゲストルームは、床から
天井まで伸びる大きな窓が印象的で、室内は明るく、自然な風合いの織物と温かみのある木材に、
地元アーティストによるポップなラウンジチェアなど、鮮やかな色彩が目を引く都会的なアートやモ
ダンな調度品の数々が見事な調和を醸し出しています。アメリカのコンフォートフードを提供するホ
テルで唯一のレストラン「T45 ミッドタウン ダイナー」では、テイクアウトやルームサービスのお食
事も提供いたします。この他、2014 年初頭には、このエリアで唯一のホテル スパや、ハドソンリ
バーからイーストリバーまで広がるマンハッタンの絶景を屋内外のテラスからお楽しみいただける
54 階のルーフトップ ラウンジ「、そして最新鋭の AV 機器を完備した自然光が差し込む総面積
185 ㎡の会議・宴会施設が順次オープンいたします。
Hyatt Times Square New York
135 West 45th Street, New York, New York 10036
Tel: +1 646 364 1234

Fax: +1 646 640 3739

www.timessquare.hyatt.com
日本でのご予約・お問い合わせ先
ハイアット グローバル コンタクトセンター
TEL: 03 3288 1234 または フリーコール 0120 512 343 （東京 03 地域外）
＊ご予約はホテルのホームページでも承ります。
「Hyatt®」ブランドについて
ビジネスとレジャーの多様性に富んだエリアに位置し、比較的料飲施設や宴会施設の少ないハイ
アットのホテルブランドのひとつです。ご滞在やお食事の目的に関わらず、出張先での会議から
個人旅行での都市散策、または懐かしい友人との再会の場として、様々なライフシーンでご利用
いただけます。
Hyatt Hotels Corporation について
ハイアット ホテルズ コーポレーション(本社：米国イリノイ州シカゴ)は、ハイアットが誇る洗練され
たおもてなしと心地よい寛ぎを提供する、世界有数のホスピタリティ企業です。世界各地で働くハ
イアットスタッフ一人ひとりが、お客様の人生に感動と輝きをもたらす“本物のホスピタリティ”を提
供しています。現在、世界中でパーク ハイアット、アンダーズ、グランド ハイアット、ハイアット、ハ
イアット リージェンシー、ハイアット プレイス、ハイアット ハウスのホテルブランドを管理、所有、
開発、フランチャイズ経営しています。また、ハイアット ホテルズ コーポレーションの傘下には、
ハイアット レジデンスとハイアット レジデンス クラブを展開、運営、販売またはライセンス契約す

るハイアット レジデンシャル グループ, Inc があります。 2013 年 9 月 30 日現在、ハイアット ホ
テ ル ズ コ ー ポ レ ー シ ョ ン の ポ ー ト フ ォ リ オ は 世 界 47 ヶ 国 で 535 施 設 で す 。 詳 し く は
http://www.hyatt.com (英語)をご覧ください。
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