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

HOTEL UENO TOKYO（以下、「ノーガホテル上野」）は、2022 年 11 月 1 日、開業 4 周年を迎えます。 

当ホテルは 2018 年の開業以来、ホテルコンセプト「地域との深いつながりから生まれる素敵な経験」の下、様々な地

域連携を図ってまいりました。今般、開業 4 年を迎えるにあたって、「with neighbors」をテーマに、ノーガホテル上野が

起点となって、魅力あふれる台東区での素敵な経験をお客様に体感いただくための特別企画を実施することとなりました。 

第２弾として、創立 150 年を迎えた「東京国立博物館（愛称：トーハク）」とのコラボレーション企画「トーハク×

NOHGA アートと紅葉と食を楽しむ 1 日限りの上野プレミアム体験」とホテル 1F レストラン「ビストロ・ノーガ」で秋の味覚

と音楽を愉しんでいただく「4 周年記念スペシャルライブ “UENO JAZZ NIGHT”」の開催をお知らせいたします。 

 

   
 

【開業 4 周年特別企画を開催するにあたってのノーガの想い】 

開業４周年特別企画を開催するにあたり、「with neighbors」＝「地域とのつながり」そして「ノーガだからできること」

をテーマにいたしました。 

「地域との深いつながりから生まれる素敵な経験」というコンセプトの元、ホテルを通じてゲストの皆様に地域の魅力を

発見いただき、特別な時間を過ごしていただくことを企図するノーガホテルでは、コロナ禍においても、「地域のために、ゲス

トのために、今だからできることは何だろう。みんなに喜んでいただけるサービスを提供したい」という想いを抱いておりました。

そこでこの度、「地域とのつながり」をテーマとした開業 4 周年特別企画を実施することといたしました。 

ノーガホテル上野は、今後も東京国立博物館をはじめとする、地域の様々な企業、団体、クリエイター様とのコラボレ

ーションを通じ、地域との深いつながりから生まれる素敵な経験をお届けしてまいります。 
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「地域とのつながり」に感謝 開業４周年特別企画 第 2 弾 

東京国立博物館とのコラボレーションプラン、文化の街 上野で楽しむジャズナイト 

ホテル リリースカテゴリ 

 



 

 

１． トーハク×NOHGA アートと紅葉と食を楽しむ 1 日限りの上野プレミアム体験 

当ホテルのコンセプトと、東京国立博物館の『博物館をもっと深く楽しんでほしい、上野が持つ魅力をもっともっと知って

ほしい』という想いが一致して開催するコラボレーション。春に開催した「博物館でお花見を」に続く 2 回目のテーマは「アー

トと紅葉と食」。上野公園やトーハクの中庭の紅葉を愛で、早朝貸切で東京国立博物館・本館（日本ギャラリー）のア

ートを鑑賞し、特別和室で紅葉弁当とお茶席をお楽しみいただく、1 日だけの他にないプレミアム体験満載の企画です。 

 

【開催概要】 

■開催日：2022 年 11 月 24 日（木） 

＜タイムスケジュール＞ 

8:30  ホテル出発 

↓    上野公園の紅葉を鑑賞しつつ東京国立博物館へ 

9:00  重要文化財「黒門」より入館 

↓   【プレミアム体験①】 

重要文化財「本館」早朝貸切鑑賞 

（9:30 の通常開場前に貸し切りで美術鑑賞） 

10:00 九条館に移動 

      【プレミアム体験②】 

トーハク創立 150 年の歴史に関する解説 

↓    京都御所から移築され貸切予約でしか入れない

「九条館」でトーハクの歴史や見所を解説 

10:30 庭園散策・自由観覧 

↓    紅葉鑑賞（自由散策タイム） 

11:30 九条館へ戻りランチタイム 

↓   【プレミアム体験③】 

ビストロ・ノーガ特製の紅葉ランチ弁当 

12:30 お茶席 

↓   【プレミアム体験④】 

         『茶の湯サロン嘉福』宮本宗貴によるお茶席 

13:30 自由解散 

  ※希望者は総合文化展（常設展）を無料鑑賞可能 

※特別展はプランに含まれておりません。別途、 

   各自での事前予約と観覧料金が必要となります。 

 

■参加費：おひとり様 8,800 円（税込） 

 

■申込み：ノーガホテル上野東京 Peatix ページにて 

※最少催行人数：6 名、最大催行人数：20 名  

※申込締め切り：11 月 21 日（月） 定員になり次第申込受付終了 

 

【問い合わせは】 ノーガホテル上野東京  03-5816-0213 

 

 

 

https://nohgahotelueno-workshops.peatix.com/


 

 

＜トーハク×NOHGA アートと紅葉と食を楽しむ 1 日限りの上野プレミアム体験付き宿泊プラン＞ 

 東京国立博物館の貸切鑑賞と紅葉狩り、この日だけのビストロ・ノーガスペシャル紅葉弁当、そして、日本家屋でゆっ

たりとお茶席を愉しむ…。ノーガホテル上野に泊まって、心が豊かになるプレミアム体験をしませんか。 

 

 
 

プラン名 
【開業 4 周年記念】 

トーハク×NOHGA アートと紅葉と食を楽しむ 1 日限りの上野プレミアム体験付宿泊プラン 

宿泊日 2022 年 11 月 23 日（水） 

プラン料金 1 泊朝食付 1 室 2 名ツインルーム利用の場合  おひとり様 23,800 円～（税込） 

プラン特典 レストラン「ビストロ・ノーガ」のテイクアウトコーヒー１杯サービス 

プラン詳細 

 

 

 

洗練された日本らしさの中に、オリジナルアイテムや地域の方々による手工芸品を取りそろえて上

野の街を紹介する客室。フローラルな香りが肌を癒し安らぎをお届けするオーガニックバスアメニテ

ィ、機能性を追求して設計されたエアウィーヴのベッドマットレス。快適な滞在に、ビストロ・ノーガで

の朝食と 4 周年記念『トーハク×NOHGA アートと紅葉と食を楽しむ 1 日限りの上野プレミアム体

験』が付いた宿泊プランです。 

予約方法 
プランの詳細・ご予約は、こちら（11 月 1 日 10:00 からご覧いただけます） 

※3 日前までに要予約 

https://go-nomura-hotels.reservation.jp/ja/hotels/nohga-ueno/plans/10052189


 

 

■東京国立博物館について 

東京国立博物館は、明治 5 年（1872）3 月 10 日、文部省博物局が湯島聖堂大成殿において最初の博覧会

を開催したときに、その産声をあげました。開館後間もなく内山下町に移転、次いで明治 15 年に上野公園に移り、現

在にいたっています。2022 年 3 月に創立 150 年を迎え、様々な記念特別展が日々開催されています。 

緑豊かな広大な敷地に本館、表慶館をはじめとする多彩な展示館を擁し、貴重な所蔵品、国宝、コレクションはまさ

に日本一。1 日では見きれないほど沢山の展示が、知的好奇心を刺激します。 

※東京国立博物館は、「東博（トーハク）」という愛称で呼ばれ親しまれているため、プラン名および紹介文中の一部で 

「トーハク」を使用させていただいております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■九条館とは 

昭和 9 年（1934）九条道秀氏より寄贈され、東京赤坂の九条公爵邸から東京国立博物館の庭園に移築された

日本家屋。床張付等には狩野派による著色山水図が描かれており、これらは、もと京都御所内の九条邸にあったもので

す。欄間には花梨の一枚板に藤花菱が透彫されています。有料の貸出施設であり、予約がなかなか取れないプレミアム

な施設です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

様々な映画やドラマに登場している大理石の大階段（本館） 

 

見事なエントランスが訪れるゲストを迎える 

 



 

 

２．4 周年記念スペシャルライブ “UENO JAZZ NIGHT” 

～シック＆エレガント、そしてソウルフルに。音楽とディナーを愉しむ夜～ 

ビストロ・ノーガにて 9 月から開催し好評を得ている「UENO JAZZ NIGHT」。4 周年を記念して 11 月は毎週土曜

日に開催することが決定しました。ノリの良いジャズナンバーからしっとり聴かせるバラードまで、幅広い選曲で、アートと文

化の街・上野の夜を聴かせ、魅せ、盛り上げます。 

ミュージックチャージ無料で、どなたでも気軽に足を運んでいただけるものになっています。 

 

【開催概要】 

■開催日時：2022 年 11 月 5 日（土）・12 日（土）・19 日（土）・26 日（土） 

         1st Stage ／19:00～19:30、2nd Stage／20:00～20:30 

■開催場所：ホテル１F 「ビストロ・ノーガ」 （ディナータイム／18:00～22:30） 

■ミュージックチャージ：無料 

■出演アーティスト： 

＜11 月 5 日＞  Sax:藤井淳平、Guitar:Hiro Honma 

＜11 月 12 日＞ Vocal:Tamie Kaji、Guitar:鈴木直人 

＜11 月 19 日＞ Sax:藤井淳平、Guitar:千葉誠司 

＜11 月 26 日＞ Vocal:Tamie Kaji、Guitar:Hiro Honma 

 

JAZZ NIGHT Special Menu 「TAITO マティーニ」 

ジャズナイト開催日限定にて、台東区蔵前の東京リバーサイド蒸溜所が

作るクラフトジン「REVIVE from IPA」をベースに、浅草 栖（SUMIKA）

のエルダーフラワーカモミールでアクセントをつけたオリジナルカクテルを提供

します。この機会に優しい味わいのマティーニをぜひご賞味ください。 

 

●TAITOU マティーニ  1,100 円（税込） 

 



 

 

【アーティスト profile】 

 

【Vocal : Tamie Kaji】 
東京生まれ、東京育ち、５歳でピアノを始める。音楽好きの両親のもと、幼い頃より横田基地から流れ

る AFN やディズニー、ミュージカル、カントリーなどアメリカ音楽を聴いて育つ。大学時代は Jazz コーラスグ

ループに所属。在学中より都内のライブハウスに出演。ジャズシンガー梶原まり子氏、声楽家 滝上美保

氏に師事。2002 年より都内ジャズクラブで活動を行う。 

ジャズ、ボサノバのスタンダードをレパートリーに柔らかく温もりのある声質が持ち味。近年はコンテンポラリー

ダンサーとの共演も多く、ボーカリストとしての表現の幅を拡げている。 

2018 年 10 月、Ripple sound より、オリジナル曲を含む 1st アルバム「My prayer」をリリース。 

 

【Guitar : Hiro Honma】 

神奈川県生まれ、12 歳でギターを始める。18 歳で活動を開始し、1997 年に 渡米。ニュースクール大

学卒、アーティストビザ取得後、黒人教会の音楽監督、ブロードウェイコーチ、グラミー賞アーティストサポ

ートやレコーディングなど様々なブラックミュージックシーンで活動。 

2019 年 12 月、セルフプロデュース、ファーストアルバムを完成。2020 年 2 月、活動を 22 年ぶりに日

本に移し、年内に同アルバムをリリース予定。 

 

【Sax : 藤井 淳平】 

15 歳よりサックスを始める。大学ではビッグバンドのコンサートマスターを務め、コンテストで最優秀賞を獲

得、自身も優秀ソリスト賞を受賞。卒業後もビッグバンドを主催し、オリジナル曲やアレンジを提供、並行

して都内ライブハウスでのコンボ活動も続けている。 

 

【Guitar : 千葉 誠司】 

1964 年仙台市生まれ。ジャズギターを潮先郁夫氏に師事。都内ジャズクラブ等で演奏。温かい音色と

歌心溢れるプレイを身上としている。 

【Guitar : 鈴木 直人】 

1976 年生まれ。4 歳からクラシックピアノ、6 歳からヴァイオリン、12 歳からドラム、13 歳よりギターを始め

る。15 歳より鈴木よしひさ氏に師事。 

2004 年 Gibson Jazz Guitar Contest 優勝。2010 年 Jazz Session on You Tube 2009-

10 にて最優秀ギタリスト賞受賞。ジャズ情報サイト Jazz Page の人気投票ギター部門で 2012 年第

１位、2013 年第２位。2014 年 Diners Club Social Jazz Session 2013-14 にて優秀者に選

ばれブルーノート東京でリーリトナー氏と共演。同年 Lee Ritenour's Six String Theory World 

Competition の Jazz/Fusion Guitarist 部門にて世界第 4 位獲得。 

全国や海外のジャズフェスティバル、ジャズ・ポップスシンガーのレコーディングやライブサポートに多数参加。

精力的に活動を続けている。 

 

※当日は、ホテル公式 Instagram（https://www.instagram.com/nohgahotel.ueno/）にて 

ライブ配信も行います。 

https://www.instagram.com/nohgahotel.ueno/


 

 

＜お電話でのお問い合わせ先＞ 03-6284-2417（ビストロ・ノーガ直通） 

 

※新型コロナウイルス感染症の拡大防止ならびにお客様の健康と安全を考慮し、ご提供内容・営業時間などが変更と

なる場合がございます。最新情報は、ホテル公式ホームページ（https://nohgahotel.com/ueno/）にてご確認

下さい。 

 

 

 

■NOHGA HOTEL UENO TOKYO（2018 年 11 月 1 日開業） 

江戸から続く文化が今も息づく街・上野。上野公園をはじめ、国

立西洋美術館、東京国立博物館、上野動物園、アメ横など人

気観光地への拠点として便利な立地。 

「快適な目覚め」をお届けする洗練された客室、地域食材の積

極的な活用と自然な製法にこだわったレストラン、ゆったりくつろげ

るテラスやライブラリーラウンジ、ギャラリー、フィットネスも完備。 

「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

にしています。旅のスタイルを問わず、好奇心を満たしてくれるライ

フスタイルホテルです。 

 

住 所 ：東京都台東区東上野 2 丁目 21-10 

代表 TEL：03-5816-0211 

チェックイン：15:00、チェックアウト：11:00 

総客室 数：130 室 

公式サイト：https://nohgahotel.com/ueno/ 

［アクセス］ 

JR 上野駅浅草口から徒歩 5 分 

東京メトロ上野駅 3 番出口から徒歩 3 分 

京成上野駅から徒歩 10 分 

 

 

 

【本企画に関するお客様からのご予約・お問合せ先】 

NOHGA HOTEL UENO TOKYO   TEL：03-5816-0211  

E-Mail：ueno.reservation@nohgahotel.com   ★ 詳細は、公式ホームページをご覧ください。 

 

【本ニュースリリースに関するお問合せ先】 

NOHGA HOTEL UENO TOKYO   PR・マーケティング担当／池田 

TEL：03-6284-2416    FAX：03-6284-2418 

E-Mail：m-ikeda@nomura-hotels.co.jp    URL：https://nohgahotel.com/ueno/ 
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