２０２２年５月１０日
®

東京スカイツリータウン １０周年を記念し、第一弾より景品内容を大幅拡充！

２０２２年５月１９日(木)1 日限定
第二弾 「ホテルガチャ」を販売します！
東武ホテルグループのスイートルーム宿泊券やレストラン食事券が７，７７７円で当たる！
東武鉄道株式会社
東武鉄道(本社：東京都墨田区、社長：根津嘉澄)では、２０２２年５月１９日(木）に東京ソラマチ®
にて東武ホテルグループの宿泊券やレストラン食事券が当たる「ホテルガチャ」の第二弾を販売します。
「ホテルガチャ」は、東武ホテルグループを知っていただき、ご利用いただくことで、沿線を中心に
国内観光需要の喚起を図ることを目的として、昨年 12 月に 500 個を販売いたしましたが、当初の想定
を上回り、販売開始当日に完売となりました。
今回はご好評にお応えし第二弾として、景品内容を大幅に拡充し、１回 7,777 円にて 5 月 19 日の
1 日限定で販売いたします。
ＡＣホテル・バイ・マリオット東京銀座の朝食付きプレミアムルームや東京スカイツリー®天望デッキ
内にある Sky Restaurant 634 (musashi)のディナー食事券など第一弾でご好評をいただいたプランに加
え、各ホテルのスイートルーム、浅草東武ホテルハローキティルームやフェアフィールド・バイ・マリ
オット札幌の鉄道運転シミュレータールームといった各ホテルが誇る特徴あるコンセプトルームなど
を加えた全 24 プランが当たる充実した内容であり、すべて 7,777 円以上相当の大変お得な内容となっ
ております。
ぜひこの機会にご家族や友人など大切な人と一緒に憧れのホテルやレストランで素敵なひと時を
お過ごしください。
概要は別紙のとおりです。

△Sky Restaurant 634 (musashi)

△浅草東武ホテル ハローキティルーム

△日光金谷ホテル

※お問い合わせ先は、東武鉄道お客さまセンター ＴＥＬ０３－５９６２－０１０２

＜別 紙１＞
第二弾「ホテルガチャ」概要
１ 名

２ 販

売

称

ホテルガチャ
※「ガチャ」の商標は株式会社タカラトミーアーツの登録商標です。

日

２０２２年５月１９日（木）１０時から
※売り切れ次第終了となります。
※混雑緩和、危険防止のために当日９時より整理券を配布させていただきま
す。詳細は別紙２をご確認ください。

３ 景 品 使 用 期 間

２０２２年５月２３日（月）～２０２２年７月１９日（火）
※購入日当日より各施設ご予約を承ります。

４ 販 売 場 所

東京ソラマチ® イーストヤード１階 12 番地 エントランススペース

５ 販

数

５００個

額

７,777 円（税込）
※購入はＱＲコードによる電子決済のみ
（PayPay / 楽天ペイ / LINE Pay / d 払い / au PAY / メルペイ /
銀行 Pay(ゆうちょ Pay など) / WeChat Pay / Alipay）
※「QR コード」の商標は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
※株式会社 funbox（本社：愛知県刈谷市）が開発したガチャガチャ
筐体を使用します。

売

６ 販 売 金

７ 販 売 内 容

対象東武ホテルグループ施設特別利用券（別紙参照）
※すべて 7,777 円以上相当のプランとなっています。

８ 利 用 方 法
① 東京ソラマチ®にて「ホテルガチャ」購入
② 施設予約
カプセル内の券面に記載の予約方法に従い、「ホテルガチャ」ご利用の旨及び必要事項
を伝え各自予約を行う
③ 利用
※チェックイン時又はレストラン利用時に券面を回収しますので必ずご持参ください。

△ホテルガチャロゴ

△ホテルガチャ本体（イメージ）

第二弾「ホテルガチャ」商品一覧

〈ご宿泊〉
施設名
1

ACホテル・バイ・マリオット東京銀座

2

東武ホテルレバント東京

3

浅草東武ホテル

4

コートヤード・マリオット銀座東武ホテル

5

日光金谷ホテル

6

仙台国際ホテル

7

フェアフィールド・バイ・マリオット札幌

8

宇都宮東武ホテルグランデ

9

ACホテル・バイ・マリオット東京銀座

12

13

品川東武ホテル

朝食付き（１室2名様まで）
ハローキティルーム 1泊
宿泊朝食付き（1室2名様まで）

コンセプトツインルーム「UTSUKI」 1泊
宿泊朝食ディナー付き（1室2名様まで）
鉄道運転シミュレータールーム 1泊
宿泊朝食付き（1室2名様まで）
スイートルーム １泊
朝食付き（1室2名様まで）

いずれか1ホテル選択

スーペリアツインorスーペリアダブルルーム 1泊
素泊り（1室2名様まで）
プライムキング 1泊
素泊り（1室2名様まで）
ダブルルームorツインルーム １泊
朝食付き（1室2名様まで）

いずれか１ホテル選択

ダブルルームorツインルーム １泊
朝食付き（1室2名様まで）

いずれか１ホテル選択

和光市東武ホテル

ダブルルームorツインルーム １泊
朝食付き（1室2名様まで）
スタンダードルーム １泊

14 日光金谷ホテル

素泊り（1室2名様まで）
スタンダードルーム １泊

15 中禅寺金谷ホテル

16

朝食付き（1室2名様まで）

朝食ディナー付き（1室2名様まで）

東武ホテルレバント東京
川越東武ホテル

カメリアスイート １泊

コーナーツインルーム 1泊

渋谷東武ホテル
浅草東武ホテル

朝食付き（1室2名様まで）
あずまスイート（和室） 1泊

10 コートヤード・マリオット銀座東武ホテル

11

景品内容
プレミアムツインorプレミアムダブルルーム 1泊

素泊り（1室2名様まで）

日光アストリアホテル

和室 or 洋室 1泊
素泊り（1室2名様まで）
洋室 1泊

17 蔵王アストリアホテル

素泊り（1室2名様まで）
カジュアルツインルームorカジュアルダブルルーム １泊

18 仙台国際ホテル

素泊り（1室2名様まで）

19 フェアフィールド・バイ・マリオット札幌

ツインルーム 1泊
素泊り（1室2名様まで）

〈レストラン〉
施設名
20 Sky Restaurant 634

21 東武ホテルレバント東京

22 ACホテル・バイ・マリオット東京銀座

23 東武ホテルレバント東京

24 コートヤード・マリオット銀座東武ホテル

景品内容
Sky Restaurant 634

フレンチディナーコース「粋」（2名様分）

＋東京スカイツリー®天望デッキ（2名様分）入場券付き
スカイツリー®ビューレストラン 簾（REN）
日本料理会席〈ディナー〉（2名様分）
AC Kitchen
ディナーコース（2名様分）
レストラン ヴェルデュール
ディナービュッフェ（2名様分）
ラウンジ オアシス
アフタヌーンティー（2名様分）

以

上

＜別 紙２＞
整理券の配布方法について
１ 配布日時 ２０２２年５月１９日（木）９時から
２ 配布場所 東京ソラマチ® イーストヤード１階 12 番地 館外（下図参照）
３ 注意事項
・前日からのお並びや場所取りはご遠慮願います。整理券が配布できない場合がござい
ます。
・お並びになられても、管理上の指示に従わないお客様は、購入をお断りいたします。
・混雑状況により、整理券の配布時間や入場時間の変更、販売の中止がございます。
・並び列先頭より整理券を配布いたします。
・整理券の限定数量に達した場合、お並びいただいても整理券をお渡しできない場合も
ございます。
・整理券は１名様につき１枚の配布とさせていただきます。
・整理券 1 枚につき、1 回ご体験いただけます。
・配布した整理券の譲渡・転売の場合は、ご購入をお断りいたします。
・整理券はいかなる場合でも、再発行はいたしません。
（整理券配布場所）

駅ロータリー

押上駅前広場口

東京ソラマチ® イーストヤード１階
12 番地 エントランススペース
ホテルガチャ
設置場所

押上駅
整理券

Ｂ３出口

配布場所
東京ソラマチ® イーストヤード１階
12 番地 館外

