Press Release
2019 年 11 月 21 日

株式会社アジアゲートホールディングス
株式会社 IKIDANE

2019 年 12 月 10 日（火）開催
秋葉原の高架下ホテル
「UNDER RAILWAY HOTEL AKIHABARA」
オープニングセレモニー及び内覧会のお知らせ

株式会社アジアゲートホールディングス（当社）及び株式会社 IKIDANE は、当社が開発し運営を
IKIDANE に委託する協業により、株式会社ジェイアール東日本都市開発が東京秋葉原駅～御徒町駅間
高架下に展開する「SEEKBASE AKI-OKA MANUFACTURE」において、宿泊施設「UNDER
RAILWAY HOTEL AKIHABARA」を 2019 年 12 月 12 日（木）にグランドオープンいたします。

この度、グランドオープンに先駆け、2019 年 12 月 10 日（火）にメディア、関係者及び一般の方に
向けたオープニングセレモニー及び内覧会を実施いたします。
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＜スケジュール＞
■2019 年 12 月 10 日（火）
12：00～13：00

オープニングセレモニー

13：00～20：00

内覧会
※13:00～15:00 をメディア・関係者の皆様の優先時間帯とさせていただい
ております。
ホテル併設のカフェ＆バー「KEY’S CAFÉ 秋葉原 SEEKBASE 店」に
て簡単な軽食をご用意しております。
※メディアの方は、事前にお申込みが必要になります。
ご参加をご希望の方は下記の問い合わせ先までご連絡ください
※15:00 からどなたでもご参加いただけるイベントを予定しております。

＜内覧会実施概要＞
【名称】

「UNDER RAILWAY HOTEL AKIHABARA」 プレス説明・内覧会

【日時】 2019 年 12 月 10 日（火）13:00～20:00
※13:00～15:00 はメディア・関係者及び招待客様を優先いたします。
【場所】

UNDER RAILWAY HOTEL AKIHABARA（東京都千代田区神田練塀町 15-1）
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【UNDER RAILWAY HOTEL AKIHABARA】とは

当ホテルは、JR 東日本グループが取り組んできた高架下開発の一環で、秋葉原～御徒町駅間（AKIOKA エリア）の高架下に建設された宿泊施設です。

内装は高架下という限られた空間の中を有効活用した内装デザインが特徴で、部屋タイプはダブルタ
イプに加え、大人数部屋も多数用意し、ファミリー層にも対応しています。
国内外の観光客、および近隣ワーカー等をターゲットに価格帯を抑えつつも居心地の良い宿泊施設を
ご提供いたします。
カジュアルでリーズナブルなカフェ・バー「KEY’S CAFÉ」も併設。宿泊のお客様はもちろん、一般の
お客様も利用可能です。

＜ホテル施設概要＞
【名称】

UNDER RAILWAY HOTEL AKIHABARA
（アンダー レイルウェイ ホテル アキハバラ）

【所在地】 東京都千代田区神田練塀町 15-1
【施設規模】建物規模：地上 2 階建て（1 階：時間貸駐車場、2 階：ホテル）
、ホテル面積：923 ㎡
【客室数】 客室数 29 室／収容人数 101 名予定
2 名室 13 室、3 名室 2 室、4 名室 6 室、5 名室 4 室、6 名室 3 室、7 名室 1 室
【開業予定日】2019 年 12 月 12 日（木）
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【SEEKBASE AKI-OKA MANUFACTURE】とは

株式会社ジェイアール東日本都市開発では、秋葉原～御徒町駅間（「AKI-OKA」エリア）の高架下約
160m の区間にて、商業施設 4 棟、宿泊施設 1 棟の開発を進め、あらたなモノ・コト・人に出会え、い
つもワクワクが製造されているようなエリアを目指し 5 棟の当該エリアの総称を「SEEKBASE AKIOKA MANUFACTURE」と決定しました。

第一期は、2019 年 12 月 12 日（木）に宿泊施設「UNDER RAILWAY HOTEL AKIHABARA 」、商
業施設２棟の物販エリア（「The Tools」エリア）をメインに同日オープンいたします。
2020 年春には第二期オープンも予定しており、同駅間高架下にある既存施設、「2ｋ540」「ちゃば
ら」等とも繋がり、連携することにより、一帯の「AKI-OKA」エリアの賑わいの創出を目指します。
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【会社概要】
事業者
■株式会社 アジアゲートホールディングス（当社）
事業内容

：

リアルエステート事業、ゴルフ・リゾート事業、建設事業

所在地

：

東京都港区赤坂五丁目 3 番 1 号 赤坂 Biz タワー27F

電話

：

03-5572-7848 (代表)

代表者

：

代表取締役会長 金井

壮

代表取締役社長 松沢

淳

上場市場

：

JASDAQ スタンダード

証券コード

：

1783

創業年月

：

1950 年 8 月

資本金

：

4,010 百万円

運営者
■株式会社 IKIDANE
会社商号

：

株式会社 IKIDANE

ホームページ ：

https://ikidane.jp/

代表者

：

代表取締役 中西 勇治

電話

：

03-6821-6844

お問合せ先

：

info@ikidane.jp

所在地

：

東京本社

〒162-0842 東京都新宿区市谷砂土原町 3-5 偕成ビル 5F

大阪支社

〒530-0003 大阪府大阪市北区堂島 2-2-38 楽ビル 4F

沖縄営業所

〒900-0021 沖縄県那覇市泉崎 1-4-16 宮里ビル １F

許認可等

：

宅地建物取引業免許 国土交通大臣（1）第 9459 号
一級建築士事務所 東京都知事 第 62821 号
一般建設業許可 東京都知事（般－30）第 149107 号
住宅宿泊管理業登録

国土交通大臣（01）第 F00147 号

旅行業登録 東京都知事登録 旅行業第 3-7548 号

【本件に関するお問い合わせ】
株式会社アジアゲートホールディングス

株式会社 IKIDANE

TEL：03-5572-7848（代）IR 推進室

TEL：03-6821-6844
広報担当：齊藤・葉梨

info@asiagateholdings.jp
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