
 

 

 

2022 年 1 月 26 日 

野村不動産ホテルズ株式会社 

 

 

 

 

 

 

野村不動産ホテルズ株式会社（本社：東京都新宿区/代表取締役社⾧：青木秀友）が運営する

NOHGA HOTEL AKIHABARA TOKYO（以下「ノーガホテル秋葉原」）は、ホテルコンセプトである「地域

との深いつながりから生まれる経験」を元に地域連携を図っており、日本を代表する e スポーツ店舗が集積する

秋葉原にて、e スポーツを体験できるゲーミングルームを 1/27(木)より新たに販売することをお知らせいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■事業背景 

NOHGA HOTEL は、地域のデザイナーやアーティストと連携した家具、備品、アート、音楽等をホテル

内にご用意しており、定期的にイベントを実施する等、宿泊に留まらない多くのコンテンツを体験することがで

きます。ノーガホテル秋葉原が立地する秋葉原は、家電量販店、ゲーミングパソコン専門店、e スポーツ体

験施設等、多数の e スポーツ関連の店舗が集積している日本で屈指の場所です。e スポーツの世界での

2021 年市場規模は10.8 億ドル(前年比 14.5％増)、観戦者・視聴者数は4.7億人(前年比8.7％

増)、日本の 2020 年市場規模は 66.8 億円(前年比 9.2％増)、観戦者・視聴者数は 689 万人(前

年比 42.0％増) (※1)と、海外のみならず日本でも年々盛り上がりを見せております。 
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 新たなホテルのライフスタイルを提案 

e スポーツのゲーミングルームを 1/27(木)より販売開始 

~東京都の支援の下、e スポーツの集積地、秋葉原ならではの地域連携の取組み~ 

ホテル リリースカテゴリ 

 

■2F スタジオ(イベントスペース) ■2F テラス(イベントスペース) 

■ゲーミングツイン ■ゲーミングバンク 

※1 出典：世界のデータ は「Global Esports &Live Streaming Market Report2021」 

日本のデータ は「ファミ通」で、日本のデータの最新版は 2020 年。 



 

 

ノーガホテル秋葉原は、この秋葉原の地で e スポーツをきっかけに、周辺の e スポーツ関連企業と連携しな

がら、多様な世代の方々に対して、また、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、密にならないホテ

ルでの過ごし方として、新たなライフスタイルを提案してまいります。 

 

１．東京都支援事業 

 本事業は、東京都の「宿泊施設の新たな活用に向けた客室等の環境整備支援事業（※2）」にて、

交付決定通知を受領しており、今後、実績報告等の手続きを進めてまいります。 

※2 都内宿泊施設が新たな需要を開拓するため、宿泊事業者が企画する新たな滞在プランの提供に係る

環境整備の取組を支援することで、「新しい日常」における都民の需要等宿泊施設の新たな顧客の獲得を促

進するとともに、身近な需要獲得により人流抑制につなげることを目的とします。 

 

２．ゲーミングルーム導入 

e スポーツのゲーミングルーム導入にあたって、秋葉原にて「ICT×e スポーツ」を

通じて新しい文化・社会を創造する交流施設「eXeField Akiba(エグゼフィール

ド アキバ)」を運営する株式会社 NTTe-Sports に、e スポーツ機材の導入のコ

ンサルティング、監修、保守メンテナンス等を行っていただき、導入後も地域での連携を図ってまいります。 

 

■e スポーツ ゲーミングルーム概要 （詳細は末尾【添付資料】参照） 

１．ゲーミングパソコン 

ゲーミングパソコンは、秋葉原が本社所在地の株式会社サードウェーブのハイス

ペックゲーミングパソコン、「GALLERIA(ガレリア)ZA9C-R39 Z590」を導入しま

す。GALLERIA(ガレリア)は、ゲームの魅力を最大限に引き出し、プレイヤーの可

能性を広げることを目指して、多くのプロゲーマー、ストリーマーが愛用し、e スポー

ツ大会でも採用、推奨されている、日本を代表するゲーミングパソコンです。 

導入モデルは、美麗で高精細なゲームを楽しめ、結果が全てのストイックな競技シーン、仲間と楽しむカジュ

アルなプレイや配信によるコンテンツクリエイションまで、求められるプレイスタイルや環境に応えるハイスペック

なゲーミングパソコンです。 

 

２．ゲーミング周辺機器 

ゲーミング周辺機器は、ゲーミングブランド「ロジクール G」の製品を中

心に採用しております。ロジクール G は、性能の限界を超え、ゲームプレ

イの新境地を切り拓くことに力を注いでいます。プロチームと共同開発した

プロ向けの製品など、高機能、高精度かつデザイン性の高い製品を次々に生み出しております。 

今回ノーガホテル秋葉原では、高性能な様々なロジクール G 製品を体験できるように、マウスとヘッドセッ

トを数種類ご用意し、お好みの製品を試すことができます。様々なゲームジャンル、スタイルでも最大限楽し

めるように、ゲーミングパッド、レーシングホイールなど、ゲームの種類に応じて使うことも可能です。さらに、配

信用のカメラ、マイクも設置しているので、ライブ配信や動画配信の場としてもご利用いただけます。今後ロ

ジクール G 製品は入替も予定しており（不定期）新製品を体験できる場にもなります。 



 

 

３．ゲーミングチェア 

⾧時間にわたりプレイをする e スポーツにおいて、高いパフォーマンス

を維持するために椅子は重要なアイテムのひとつです。今回は、ハーマ

ンミラージャパン株式会社とロジクールが共同開発した「ハーマンミラー X ロジクール G エンボディゲーミング

チェア」を採用しております。この椅子は、高機能パフォーマンスチェアを開発し続けるハーマンミラーとゲーミン

グに注力しているロジクール G とのコラボレーションを通じ、ハーマンミラーの膨大な人間工学の研究に基づい

て開発されたゲーミングチェアです。 

 

４．アメニティ 

⾧時間のプレイのエナジーチャージに客室の冷蔵庫には、モンスターエナジー2 種

類を 2 本ずつ、合計 4 本ご用意しております。モンスターエナジーは、e スポーツプレ

イヤーのみならず、世界中のアスリートやミュージシャンに愛飲されています。 

 

■イベント・その他連携 

１．イベントの開催 

ホテルのスタジオ、テラス、レストランなどのスペースにて、客室でのプレイ映像のパブリックビューイングや各

種イベントを開催する予定です。詳細は改めて発表させていただきます。 

 

２．日本 e スポーツ連合への加入 

日本における e スポーツ競技の統括団体である一般社団法人日本 e スポーツ連合に賛助会員として

加入いたしました。今後の e スポーツの振興や発展に寄与してまいります。 

 

■e スポーツ ゲーミングルーム宿泊プラン概要 

販売開始 2022 年 1月27日（木）～ 

客室タイプ ゲーミングバング（21 ㎡）12,000 円～ 

ゲーミングツイン（29 ㎡）18,000 円～ 

※1 室料金で、2 名様までご利用いただけます。 

予約方法 ホテル公式ウェブサイトより承っております。 

https://nohgahotel.com/akihabara/ 

 

https://nohgahotel.com/akihabara/


 

 

 

 

 

 

 

 

■NOHGA HOTEL AKIHABARA TOKYO （２０２０年 9 月開業） 

「地域と深くつながること。そこから生まれる素敵な経験」を大切にしているライフスタ

イルホテルです。多様性・好奇心・創造力に溢れた街、秋葉原で体験の核となる

のは「音楽とアートと食」。クオリティの高い音響設備を活かした客室内外の体験、

気鋭の現代アートによって彩られる洗練された空間、そして日本の旬の食材を味

わうことのできるレストラン等を通じてお客様のスタイルに合わせた寛ぎを生み出しま

す。街の文化と感性に触れる、客室に留まらないホテルの愉しみ方をご提案してま

いります。 

所在地：東京都千代田区外神田 3-10-11 

【公式 HP】 https://nohgahotel.com/akihabara/  

 

 

■安心・安全のために 国内ホテル初 「SAFEGUARD ラベル」取得  

NOHGA HOTEL は、国際的な安全・衛生基準を満たす施設に発行される 

「SAFEGUARD ラベル」を、日本国内のホテルとして初めて取得いたしました。 

（※グループホテルの「ノーガホテル 上野 東京」、「ノーガホテル 秋葉原 東京」

「庭のホテル 東京」が取得）  

本ラベルは、世界最大級の試験・検査・認証機関であるビューローベリタスが衛生感染予防対策、安全衛生

基準に対し、その運用を検証して発行される権威ある称号です。感染者増加で不安な日々が続いております

が、お客様に安心してご利用いただけますよう、より一層の対策強化に努めてまいります。  

https://nohgahotel.com/akihabara/


 

 

【添付資料】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No 1 2 3 4 5

製品 パソコン本体 チェア モニター キーボード ミキサー

写真

メーカー GALLERIA ハーマンミラー×ロジクールG アイ・オー・データ ロジクールG ASTRO Gaming

商品名 ZA9C-R39 Z590 エンボディゲーミングチェア LCD-GC271UXB 27型 G913TKL MIXAMP PRO TR

特徴

ガレリア製品のハイグレードモデル。負荷

のかかるゲームやアプリでもスムーズに作

動。ゲームをしながら配信も可能。また、

ガレリア のデザインは多くのゲーマーから

支持を得ており、特に目を引く前面の

LEDライトは付属のアプリケーションで色

の変更が可能。見た目も存分にお楽し

めるデザイン。

■スペック

CPU：Core i9-10850K

メモリ：16GB DDR4 SDRAM

グラフィックス：GeForce RTX 3090

24GB GDDR6X

ストレージ：1TB NVMe SSD

ハーマンミラーの人間工学に関する先進

的かつ科学的な知見と、ロジクールGの

プレイのサイエンスにおけるリーダーシップ

を結合して誕生した革新的な高機能

ゲーミングチェア。このエンボディーゲーミン

グチェアは、ゲーマー、ストリーマー、およ

びeスポーツのプロフェッショナルの方々

に、卓越した人間工学的な機能を提

供。座面の熱を逃がす新機能も搭載。

最大240Hzの高リフレッシュレートに対

応。また、映像にメリハリと鮮やかさが加

わる機能と、暗いシーンもより鮮明に表

示させる「Night Clear Vision」など

ゲームに最適な機能を搭載。画面の動

きが激しいゲームにて、画面のズレを軽

減し滑らかに表示。

これまでのデザインと設計の飛躍的な前

進。ブラックとホワイトの新色も登場。高

パフォーマンスを誇るコンパクトなメカニカ

ル スイッチを装備。上質素材で巧みに

作られ、比類のない美しさ、強度、およ

びパフォーマンスを備える洗練されたデザ

イン。

Dolby® Audioにより立体的なゲーミ

ングオーディオを体験。ストリーミング の

視聴者にDolby品質のオーディオを届

けることが可能。音速よりも速い完全デ

ジタル接続により、干渉や遅延のない

ローカルボイスチャットを実現。

No 6 7 8 9 10 11

製品 マウス マウス マウス マウス マウスパッド パッド

写真

メーカー ロジクールG ロジクールG ロジクールG ロジクールG ロジクールG ロジクールG

商品名 G502WL G303 SHROUD G PRO G PRO X G640 F310r 

特徴

あらゆる世代のチャートでトップの座を占

めるG502はゲーミングマウスのアイコン

的存在。eスポーツのプロたちが信頼を

寄せるLIGHTSPEEDは、非常に優れ

た速度と信頼性を兼ね備える。

ロジクールGの象徴的マウスのリマス

ター。新製品、G303 Shroudエディショ

ンを使って狙いを定めましょう。アメリカ人

の元プロゲーマーShroudと協力し作ら

れたこのマウスは、パフォーマンスを高める

ように設計され、高度なLIGHTSPEED

ワイヤレステクノロジー、比類のない精度

を実現するHERO 25Kセンサー、145

時間の連続使用時間が特徴。

eスポーツプロのための究極のゲーミング

マウスを目指して開発がスタート。50人

以上のプロゲーマーの協力を得て2年超

の開発し、理想的な重量感と操作感を

持つ完璧な形状に。さらに、

LIGHTSPEEDワイヤレスとHERO25K

センサーを搭載し、圧倒的なパフォーマ

ンスと精度を実現。

トップeスポーツプロ達との継続的なコラ

ボレーションの結果生まれた、ロジクール

G史上最軽量&最速のPROマウス。重

量が63グラム未満で、ほぼ摩擦のない

滑りを実感できる。

プレイ中に急激にマウスを動かしたり止め

たりするときには、中程度の摩擦抵抗が

効力を発揮する為、プレイにほどよい抵

抗感を実現。マウスパッド上のどの箇所

でも安定したマウス操作が可能。端から

端まですっきりとした一貫性のある加工

を施し、全面でスムーズなトラッキングを

実現。

なじみのボタン配置なので頭を使わずに

操作でき、キーボードのようにわざわざ配

置を覚える必要なし。クラシックなデザイ

ンにさらに改良を加え、手にぴったりフィッ

トする形状に仕上げたF310で、ゲーム

機の操作感を体験可能。

No 12 13 14 15 16 17

製品 ヘッドセット ヘッドセット ホイール シフトレバー マイク カメラ

写真

メーカー ロジクールG ロジクールG ロジクールG ロジクールG ロジクール ロジクール

商品名 PRO X WIRELESS LIGHTSPEED G733 / G733 LoL K/DA G923 DRIVING FORCE SHIFTER Yeti X C980

特徴

上質アルミ製フォークとスチールで補強さ

れたヘッドバンドにより⾧持ちする、プログ

レードのおしゃれでミニマルな設計。非常

に快適な低反発イヤーパッドとヘッドバン

ドは、豪華な合成皮革でカバーされ、良

質の音を確保。フル充電で20時間の稼

働ができるバッテリー寿命と、最⾧ 15

mの動作範囲により、完全に自由な環

境でプレイ。

サスペンションバンドと2層の低反発素材

を採用したイヤーカップにより頭、顔を快

適に包み込み、⾧時間のプレイでも快

適性が継続。わずか278グラムで重さを

感じずにプレイが可能。約1,680市万

色から選んだ2つのゾーンのライトを独自

にカスタマイズ。29時間超のバッテリー寿

命と、20mの信頼できる自由なワイヤレ

ス接続を提供。League of Legends

モデルを含め4色ご用意。

次世代のレーシングホイールを体験。受

賞歴のあるロジクールGデザインが、ゲー

ムフィジックスに接続するように再設計さ

れて、前例のないリアリズムを実現。ピス

トン運動、砂利が砕かれる音、すべての

シフト、ドリフト、およびヘアピンカーブを

今まで以上に体感できる。

押し下げ式のリバースを装備した6速H

パターンのシフトレバー。スチール製の丈

夫なギアシャフトを装備し、随所に高性

能な素材を採用。高精度の操縦性だ

けでなく、⾧期間信頼の性能を発揮。さ

らに、レバーとブーツを高品質の手縫い

レザーで包み、高性能のレース用シフト

レバーさながらの見た目と手触りを再

現。

4つのコンデンサーカプセルを搭載し、より

高音質かつ明瞭な収音を可能にし、独

自開発のマイク音調節機能「Blue

VO!CE」に同ブランドのUSBマイクとして

は初めて対応した、プロのようなコンテン

ツ制作を目指すユーザーのニーズに応

え、録音しながら音質を確認できるよ

う、LEDメーターや多機能スマートノブも

完備。

フルHD解像度1080pで60fpsの滑ら

かさを特⾧とし、手元配信にもおすす

め。カメラを縦に置くと、スマートフォン向

けに縦方向ビデオ撮影ができます。カメ

ラ角度の微調整や専用ソフトウェアを用

いたコンテンツ作成にも対応。


