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飛行機のファーストクラスをイメージしたコンパクトホテル

ファーストキャビン築地 1 月 28 日開業

開業記念 3 大プレゼントキャンペーン

2014 年 12 月 15 日 

株式会社ファーストキャビン 

 

 株式会社ファーストキャビン（本社：東京都千代田区 代表取締役：来海忠男）は、飛行機のファーストクラスをイ

メージしたコンパクトホテル「ファーストキャビン築地」を、2015 年 1 月 28 日に開業いたします。 

 なお、開業を記念して 2月末までの約 1 ヶ月間をキャンペーン期間として様々なプレゼントをご用意いたします。  
 

【開業記念  3大プレゼントキャンペーン】  

<その１>  
ファーストキャビン  ¥1,000 ギフト券プレゼント  
ファーストキャビン築地で次回ご利用の際にご使用 
いただける¥1,000分のギフト券を期間中ご宿泊の 
お客様全員にプレゼント！ 
 
<その２>  
日本のおもてなしウェルカムドリンクサービス  
1階に新しくオープンする 「café & bar 15 (フィフティ

ーン)」 にてお好きなドリンク 1杯サービス  
※17~20時チェックインの方に限る 
 
<その３>  
「築地を楽しむ」プレゼント抽選会  
築地 老舗店の名品や歌舞伎鑑賞券が合計 100名 
様に当たるお楽しみ抽選会を実施します。 

 
現在、ファーストキャビンは東京 秋葉原・羽田空港、

京都、大阪、福岡の 5 施設を運営しており、ビジネスホ
テルとカプセルホテルの間の低料金ながら、スタイリッシ

ュなデザインや充実したサービスからご好評をいただい

ており、全施設平均稼働率は 90%を超えて推移してお
ります。また、会員数は約 40 万人となり、幅広いお客様
にご愛用いただいております。 
 新たに開業する「ファーストキャビン築地」ではこれま

でのサービスに加え、”和”のおもてなしを意識し、より一
層充実したサービスを提供してまいります。 

 
 
■■■報道関係者様向け内覧会■■■ 
報道関係者様向けの内覧会を 2015年 1月 28日（水）に開催いたします。開業前に一足はやくキャビンをご体感いた
だける機会となりますので、ぜひご出席くださいませ。 
詳細は後日改めてご案内申し上げます。 
 
【本件に関するお問合せ】 株式会社ファーストキャビン広報 大和田 TEL:03-3237-8720 E-mail : pr@first-cabin.jp 

報道関係者各位 

ファーストクラスキャビン 

フロントイメージ 
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【ファーストキャビン築地】  
複数路線を利用でき、銀座エリアも徒歩圏内。東京駅も近く様々なエリアが交差する立地でオリンピック会場にも好アク

セスです。 
【コンセプト】 
コンセプトは『和』。インテリアだけでなく、サービスも『和』の心でおも

てなし。 
【 『café & bar 15 (フィフティーン)』 第一号店 OPEN!!! 】 
ファーストキャビンは飲食事業をスタートし、食の分野でもファースト

キャビンのコンセプトである「Compact & Luxury」を実現します。 
スタイリッシュな空間でワインや本格的なお料理をお楽しみいただけ

ます。1F エントランスエリアでのオープンとなりますのでご宿泊のお
客様でなくとも気軽にご利用いただけます。 
<メニュー一例>  
朝：朝食セット(有料) 
夜：買い付け旬魚のカルパッチョ、トリッパと豆の塩煮込み¥300~ 
   生ビール、グラスワイン、ウィスキー￥500~ 
【想定ターゲット】 
近隣のビジネスパーソン、出張者、国内外からの観光客 

【施設概要】  
! 施設開業  2015年 1月 28日（水） 
! 施設名  ファーストキャビン築地 
! 施設所在地  東京都中央区築地 2-11-10 
! キャビン数  160キャビン 
   内訳：男性専用 119キャビン 女性専用 41キャビン 
! 施設設備  シングル専用キャビン、男女別宿泊エリア、大浴場、ラウンジスペース、 

   カフェ&バー、Wi-Fiなど 
! 通常料金  ファーストクラスキャビン ¥6,800 ショートステイ ¥1,000/1時間 
   ビジネスクラスキャビン ¥5,800 ショートステイ ¥900/1時間 

※ 料金は季節や曜日により変動します。 
※ ショートステイは 2時間よりご利用可能です。 

! ご利用時間  チェックイン 17:00 チェックアウト 10:00 
! ご予約  2014年 12月 15日予約開始 
   <ご予約方法> 公式 HP http://first-cabin.jp/   
     電話 12/26 まで 03-3237-8720（ファーストキャビン本社） 
             1/5~    03-5148-1130（ファーストキャビン築地） 
     電話受付時間 10:00~18:30 平日のみ（1/27 まで） 
! 運営会社  株式会社ビーロット 
! アクセス  東京メトロ日比谷線「築地駅」徒歩約 1分、 
   東京メトロ日比谷線・都営浅草線「東銀座駅」徒歩約 6分 
   東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線「銀座駅」徒歩約 10分 
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" 「ファーストキャビン」とは  
 「コンパクト＆ラグジュアリー」をコンセプトに、飛行機のファーストクラスをイメージしたコンパクトホテルです。

現在、大阪・京都・羽田空港・秋葉原・博多で 5 施設を運営。「カプセルホテル」と「ビジネスホテル」の間の料
金帯で気軽に利用できるラグジュアリーなホテルとしてご好評をいただいております。 
客室としてご利用いただく“キャビン”はコンパクトな空間ながらも、便利で機能的な設備が完備されており、

快適なホテルステイをお楽しみいただけます。ご利用スタイルに合わせて「ファーストクラスキャビン」と「ビジネ

スクラスキャビン」の 2 クラスからお選びいただけます。 
 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
" 充実の共有施設  

チェックイン前やアウト後にもご利用いただけるスタイリッシュなラウンジスペース、大浴場も完備。充実したア

メニティもご用意しております。全館無料Wi-Fi を完備。ビジネスでもプライベートでもご利用いただけます。 
 

" 高いセキュリティレベルの実現  
 「ファーストキャビン」は、旅館業法上「簡易宿所」となるため、各キャビンの出入口に施錠することが法律上

で禁止されています。出入口に施錠できない点を補完するため、高いセキュリティの保持を実現し、ご利用い

ただくお客さまに安心感を提供しています。 
# 用途に合わせたセーフティボックスやお荷物お預かりサービス  

キャビン内には施錠可能な大きな引き出しを完備。そのほか、ダイヤルロック付きキャリーケース置場や

フロントでも無料で大きなお荷物をお預かりいたします。 
 

" 男女別エリアで女性も安心  
館内はセキュリティゲートにより男性・女性専用フロアに分かれており、チェックイン手続きの際にお渡しする

カードキーでお入りいただくことができます。女性のお客様には異性の目を気にすることなくリラックスしてお

過ごしいただけ大変好評です。 
 
" 株式会社ファーストキャビン 会社概要 

会 社 名 ：株式会社ファーストキャビン  FIRST CABIN Inc. 
代 表 者 ：代表取締役 来海 忠男 （きまち ただお） 
所 在 地 ：東京都千代田区紀尾井町 3-6 紀尾井町パークビル 7F 
事 業 開 始 ：2008年7月 
資 本 金 ：3億 1,500万円 
問 合 せ先 ：広報担当 大和田 03-3237-8720  pr@first-cabin.jp 

【ファーストクラス】  

120cm セミダブルサイズベッドを備えたファーストク

ラスキャビンは地上の”ファーストクラス “を再現。

 

【ビジネスクラス】  

快適にお過ごしいただける必要な機能はそのまま、 
滞在空間をぎゅっとコンパクトに凝縮しました。

 

サイズ：W2.1/D2.1/H2.1m 床面積:4.4㎡ 

<キャビン内設備> 

120cm 幅ワイドサイズベッド、32 型液晶テレビ、サイドテーブ

ル、Wi-Fi、電気プラグ、鍵付き収納（ベッド下） 

 

サイズ：W1.2/D2.1/H2.1m 床面積:2.5㎡ 

<キャビン内設備> 

100cm 幅ベッド、32 型液晶テレビ、Wi-Fi、電気プラグ、鍵

付き収納（ベッド横） 


