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ハロー！プロジェクトオフィシャルファンクラブ限定企画！ 

「Hello! Project Year-End Party 2021  〜GOOD BYE & HELLO ! 〜」チケット付き 

モーニング娘。コンセプトルーム＆宿泊プランを販売 

ご予約期間：2021年 11月 17日（水）17時～11月 25日（木）24時 

ご宿泊期間：2021年 12月 30日（木）～2022年 1月 31日（月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渋谷エクセルホテル東急〔東京都渋谷区道玄坂 1 丁目、総支配人:北村裕二〕では、ハロー！

プロジェクト（*1）とタイアップした「『Hello! Project Year-End Party 2021  〜GOOD BYE & 

HELLO ! 〜』チケット付きの 2 種類の宿泊プランをオフィシャルファンクラブ会員限定で販売

いたします。 

①『Hello! Project Year-End Party 2021  〜GOOD BYE & HELLO ! 〜 モーニング娘。’21 Premium』 

チケット付き Hello! Petitluxe〜モーニング娘。コンセプトルーム宿泊プラン 

②『Hello! Project Year-End Party 2021  〜GOOD BYE & HELLO ! 〜』チケット付き宿泊プラン 

 

本プランは昨秋から今春に販売した「Hello! Petitluxe コンセプトルーム＆宿泊プラン」に

続く企画 第 2弾です。今回のプランは、2021年 12月 30 日（木）・31 日(金)に中野サンプラ

ザにて行われるコンサートチケット付き（確約）の宿泊プランで、宿泊対象期間に「モーニン

グ娘。コンセプトルーム*」に宿泊いただけます。（*上記①）コンセプトルームは、「モーニ

ング娘。」のメジャーデビューシングル「モーニングコーヒー」の衣装をイメージした、赤い

チェックを基調とした内装にしつらえました。ご希望のメンバーの生写真付きウェルカムカー

ドや、お持ち帰りいただけるオリジナルグッズもご用意しております。前回の企画同様、メン

バー考案のインルームダイニングメニュー（有料）をラインナップしている他、「モーニング

娘。’21」の新曲の世界観が楽しめる ARフォトスポットも館内に期間限定設置いたします。エ

ンターテイメントシティ・渋谷の中心で、どっぷりと推し活ホテルステイをお楽しみくださ

い。 

*1…株式会社アップフロントプロモーションに所属するアイドルグループ、またはファンクラブの名称。 

ご予約はこちらから＝https://www.up-fc.jp/helloproject/news_Info.php?id=18494 

 



《プラン予約方法 概要》 

【予約受付期間】2021 年 11月 17 日（水）17 時～2021年 11月 25 日（木）24時 

【お申込み対象者】ハロー！プロジェクトファンクラブ会員 

【 ご 予 約 方 法 】ハロー！プロジェクトファンクラブサイトより 
*ご予約の際にはファンクラブ会員番号の入力が必要です。 

 

《①コンセプトルーム宿泊プラン 概要》 

【宿泊対象期間】2022 年 1月 3日（月）～2022 年 1月 31 日（月） 

チェックイン…14：00 / チェックアウト…11：00 

【 客 室 】ツインルームまたはダブルルーム（1名さま利用のみ/30.0㎡） 

【 料 金 】1 室 1 名さま（1泊素泊まり）平日 37,750 円/休前日 39,750 円 

（休前日…1/8、1/9、1/15、1/22、1/29） 
*料金にはサービス料・消費税が含まれております。 
*別途、東京都宿泊税がかかります。 

 

【コンセプトルーム特典】  

・モーニング娘。’21 Premium の確約チケット

（2021年 12月 31日（金）3 公演目） 

*お席の位置に優先はございません。 

・ウェルカムカード（モーニング娘。コンセプ

トルーム ver.） 

・お好きなメンバーの直筆メッセージプリント

入り L判生写真 1枚 

（モーニング娘。コンセプトルーム ver.） 
*ご予約時にメンバーをお選びいただきます。 

 

 

・Hello! Petitluxe オリジナルグッズ 12,000 円分相当 

・Hello! Petitluxe オリジナルアメニティ巾着ポーチ（不織布） 

・オリジナルインルームダイニングメニュー（有料） 

・抽選でサイン入りポスター（お部屋に展示しているもの）をプレゼント 

 

≪②宿泊プラン 概要≫*こちらの宿泊プランは一般のお客さまと同じ客室の仕様になります。 

【宿泊対象期間】2021 年 12月 30 日（木）～2022年 1月 31日（月） 

チェックイン…14：00 / チェックアウト…11：00 

【 客 室 】シングルルーム（20.0 ㎡） 

【 料 金 】1 室 1 名さま（1泊素泊まり）  

平日 27,250 円/休前日 29,250 円/特日 36,250 円 

（休前日…1/8、1/9、1/15、1/22、1/29 特日…12/30～1/2） 
*料金にはサービス料・消費税が含まれております。 

*別途、東京都宿泊税がかかります。 

【宿泊プラン特典】 

・対象公演の確約チケット*お席の位置に優先はございません。 

・お好きなグループの L判生写真 1枚 
*直筆メッセージプリントは入りません。*ご予約時にグループをお選びいただきます。 

・オリジナルインルームダイニングメニュー（有料） 

■「モーニング娘。’21」新曲『よしよししてほしいの』の世界観が楽しめる AR フォトスポット 
【設置期間】2022年 1月 7日（金）～1月 20日（木）11：30～22：00 

【設置場所】渋谷エクセルホテル東急 25階 客室用 EV ホール 

【ご利用対象者】 

・①コンセプトルーム＆②宿泊プランご宿泊者 

・25階レストラン「ア ビエント」、日本料理「旬彩」をご利用のお客さま 
*設置期間に新曲『よしよししてほしいの』をイメージしたオリジナルドリンクがセットになったコラボ

ランチメニューを販売いたします。 

*コラボランチメニューは各レストラン WEBページにて、2021年 12月上旬からご予約可能となります。

ハロー！プロジェクトファンクラブ会員以外の方もご予約可能です。 



■オリジナルインルームダイニングメニュー（有料） 

「モーニング娘。」4名のメンバー考案のルームサー

ビスメニューをご用意いたしました。 お部屋で寛ぎ

ながら、本プランでしか味わえない特製メニューをご

堪能ください。 

①譜久村聖さん考案のドライカレー 

②羽賀朱音さん考案のクロワッサンワッフル 

③小田さくらさん考案のピッツア 

④岡村ほまれさん考案のレモンスカッシュ 

【提供時間】11：00～21：00（L.O.20：30） 
*事前のご予約は承っておりません。 

*本プランをご利用のお客さま限定メニューです。 

*写真はイメージです。 

 

■コンサート『Hello! Project Year-End Party 2021  〜GOOD BYE & HELLO ! 〜』 

【会場】中野サンプラザ 

【日時】 

2021年 12月 30 日（木） 

①14：45 開場/15：45 開演：BEYOOOOONDS Premium 

②18：00 開場/19：00 開演：アンジュルム Premium 

2021年 12月 31 日（金） 

①11：30 開場/12：30 開演：つばきファクトリー Premium  

②14：45 開場/15：45 開演：Juice=Juice Premium 

③18：00 開場/19：00 開演：モーニング娘。’21 Premium 

*着席指定席(全席指定) 

 

■コンセプトルーム&宿泊プランに関する注意事項 

・数量限定・先着での販売となり、無くなり次第終了となります。 

・客室階層や部屋番号指定のご希望は承りかねます。 

・1公演につき 1室までのご予約とさせていただきます。 

・確約チケットは事前に郵送いたします。 

・こちらのプランはクレジットカード決済のみとなります。 

・ご予約後のキャンセル、変更、払い戻しは一切できません。 
 

《感染症拡大防止の取り組み》 

渋谷エクセルホテル東急では、お客さまや従業員の安全を最優先に考え、新型コロナウイルス

感染拡大防止に向けた取り組みを実施してまいります。

https://www.tokyuhotels.co.jp/shibuya-e/information/64390/index.html 

《渋谷エクセルホテル東急 概要》 

客室数 408室、レストラン 3 ヶ所、宴会場 4ヶ所。 

【所在地】東京都渋谷区道玄坂 1-12-2 

【アクセス】 

（電車）JR、東京メトロ銀座線・半蔵門線・副都心線、 

東急東横線・田園都市線「渋谷駅」直結 

京王井の頭線「渋谷駅」直上 

（空港）羽田空港より直行リムジンバスで約 40～60分 
/「渋谷マークシティ」行きをご利用ください 

【TEL】03-5457-0109（代表） 

【公式ホームページ】https://www.tokyuhotels.co.jp/shibuya-e/ 
 

＜掲載に関するお問い合わせ先＞ 

渋谷エクセルホテル東急 販売促進パブリックリレーションズ 

金澤 ゆき子 ・ 西條 由圭里 

〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂 1-12-2 

TEL. 03-5457-0142 / FAX. 03-5457-0309 / E-mail：shibuya-e.mk@tokyuhotels.co.jp 
 

http://www.tokyuhotels.co.jp/shibuya-e/
mailto:shibuya-e.mk@tokyuhotels.co.jp

