極 上 の ホ ス ピ タリティ ・ 豪 華 な 客 室 ・ 魅 惑 の グ ル メ

はじめに
グッドウッドパークホテルはシンガポールのホスピタリティー業界の中でも最も歴史あるホテ
ルとして知られています。
この建物は1900年、
シンガポール在住のドイツ人コミュニティーの為
のチュートニアクラブとして建てられました。２度の世界大戦を経てもなお、現在の美しい姿を
とどめています。
現在のグッドウッドパークホテルは、
アジア太平洋における格式あるヘリテージホテルとして知
られ、原型の美しさを忠実に修復・改装し、象徴的なグランドタワーは、1989年にシンガポール
の国定記念物に指定されました。ホテルには、快適で現代的なインテリアのゲストルームとス
イートルーム合わせて233室の客室のほか、２つの屋外スイミングプール、
フィットネスセンタ
ー、
５つの高級レストラン、
バー、
そしてデリコーナーがございます。
シンガポール最大かつ人気のショッピングエリア、
オーチャードにほど近く、緑豊かな６haの小
丘に立つこのナショナルランドマーク、
グッドウッドパークホテルはビジネス街へも車で10分ほ
どのロケーションにあり、
世界中から観光やご出張の皆様にご利用いただいております。

チュートニアクラブ 1900年

お客様とスタッフの健康と安全を守ることが、
私共の最優先事項です。
グッドウッドパークホテルは、
シンガポール政府の査察官による厳正な衛生管理対策
審査の結果、
正式に SG Clean 品質認定を獲得いたしました。
これからもホテルスタッフ一同、
お客様に安心してご利用いただける、
清潔で安全な環境をご
提供出来るよう、
最善の処置と対策を講じて参ります。

施設とサービス

メインプール

•
•
•
•
•
•
•

ビジネスセンター
フィットネスセンター
スイミングプール
（メイン＆メイフェア）
24時間ルームサービス
銀行／外貨両替
ベビーシッターサービス
プライベートカーのアレンジ

•
•
•
•
•
•
•

バレット
（駐車）
サービス
コンシェルジェ
美容院
テイラー
スパ
同日ランドリー、
ドライクリーニング＆アイロンサービス
タン トレジャー スイート
（ギャラリー）

ゲストルーム
アメニティーズ
快適なご滞在をお約束するグッドウッドパークホテルの設備とアメニティーズで最高のおもてなしをお届けいたします。
それぞれのゲストルーム、
スイートルーム、
ロビー、
メイフェア＆タワーウイ
ングには以下のアメニティーズを備えております。
:
• 無料インターネット接続
（有線＆無線）
• ケーブル＆衛星テレビ
• コーヒー＆ティーメーカー
（スイートルームにはNespressoをご用意）
• ミニバー
• バスルーム洗面用具

• ヘアドライヤー、
バスローブ、
バスルームスリッパ
• アイロン＆アイロン台
• セーフティーボックス
• 国際ダイヤル通話(IDD)＆電話ボイスメール機能
• 230ボルト電圧コンセント

客室の種類
６haの敷地に点在する品格あるゲストルームはそれぞれロビーウィン
グ、
メイフェアウイング、
タワーウイング、パークレーンウイングに分かれ
ています。
4つのウイングはそれぞれの魅力を湛え、
コンテンポラリーなインテリア
が歴史あるホテルにさらなる品格を加えユニークな空間を作り出してい
ます。
デラックスルーム (Deluxe Room)
エレガントなフラシ張り家具で統一した快適で広々としたゲストルーム。
広さ：39 ㎡／部屋数：44
デラックス メイフェアルーム (Deluxe Mayfair Room)
バリスタイルのメイフェアプール（もしくはガーデン）
を望むバルコニー
付きのスタイリッシュなゲストルーム。
広さ：31〜44 ㎡／部屋数：66
デラックスルーム

デラックス プールサイドルーム (Deluxe Poolside Room)
バリスタイルのメイフェアプール横のパティオに直接アクセスできるクラ
シックなインテリアのゲストルーム。
広さ：31 ㎡／部屋数：8
ヘリテージルーム (Heritage Room)
当ホテルの歴史的建造物の一部として2016年に修復を終えたタワーウ
イングのヘリテージルームは、
ネオクラシックスタイルに現代性を加味し
た魅力的なインテリア。設備の整ったコンテンポラリーな雰囲気で皆様
をお迎えいたします。
広さ：36〜48 ㎡／部屋数：15
ジュニアスイート (Junior Suite)
クラシックな家具で統一されたベッドルームとリビングエリアのゆったり
とした温かで魅力的な雰囲気のスイートルーム。
広さ：50〜65 ㎡／部屋数：14

デラックスメイフェアルーム

プールサイド スイート (Poolside Suite)
メインプールに直接アクセスできる快適なリビングエリアが魅力のエレ
ガントなスイートルーム。
広さ：48〜55 ㎡／部屋数：13
デラックス プールサイド スイート (Deluxe Poolside Suite)
リビングエリアとベッドルーム、
そして２つのバスルームを備えた高級感
あふれる広々としたこのスイートルームは、バリスタイルのメイフェアプ
ールに直結しています。
広さ：65 ㎡／部屋数：5
1ベッドルーム スイート (1-Bedroom Suite)
リビングエリアとダイニングルームが別々のスタイルでゆったりしたスイ
ートルーム。ベッドルームには美しいメイフェアプールを望む小さなバ
ルコニーがつき、
静寂と洗練された時間をお約束いたします。
広さ：90 ㎡／部屋数：1〜2

デラックスプールサイドルーム

２ベッドルーム スイート (2-Bedroom Suite)
リビングエリアとダイニングルームが別々のスタイル、
２つのベッドルームで
ゆったりとお過ごしいただけるスイートルーム。
ベッドルームには美しいメイ
フェアプールを望む小さなバルコニーがつき、
静寂と洗練された時間をお約
束いたします。
広さ：121 ㎡／部屋数：1〜2
ローズマリー スイート (Rose Marie Suite)
貴族の邸宅を彷彿させるこの豪華なスイートルームには、
ウォークインクロゼ
ット付きの贅沢なベッドルームを始め広々としたラウンジ、
革張りパネルの書
斎、
サウナ付きのバスルーム、
そしてパントリーを備えたグランドダイニング
ルームがあります。
さらに屋上のプライベートテラスでラグジュアリーなご滞
在をお約束いたします。
広さ：260 ㎡／部屋数：1
パークレーン スイート (Parklane Suite)
ホテル本館に隣接する別棟に位置し、
長期滞在のお客様向けに実用的な設
備と機能を備えたメゾネットスタイルのスイートです。

ヘリテージルーム

スプリットレベルスタジオスイート(55.74 ㎡)
階下にリビング兼ダイニングエリア、キチネット、バスルーム、バルコニー、
階上に寝室を設えた１ベッドルームスイート。
部屋数：32
スプリットレベルスイート: (74.32 ㎡)
階下にリビング兼ダイニングエリア、
キチネット、バルコニー、階上に寝室と
バスルームを設えたスイート。
部屋数：32
ゲストルームのご予約 :

電
話：
+65 6730 1811 / 1844
ファックス：
+65 6738 5034
メールアドレス：rmresv@goodwoodparkhotel.com

プールサイドスイート

デラックスプールサイドスイート

メイフェアプール

パークレーンスイート

お食事＆お飲物
グッドウッドパークホテルは独創的な感性が生み出す数々のシグネチャー料理でよく知られ、皆様にご好評をいただいております。当ホテルではカジュア
ルなカフェから高級レストランまで７つのダイニングシーンで幅広いチョイスをご提供いたします。
ユニークなミートトロリーが人気のゴードングリルから、
スパイスの香り高い中華料理を提供するミンジャン、
伝統的な北京ダックが好評のミンジャン・デン
プシー店、英国風アフタヌーンティーで有名なレスプレッソ、伝統的な台湾粥のコーヒーラウンジ、
そして季節の風物詩ドリアンパフと月餅のデリまで、お客
様のお好みに合わせたバラエティ豊かなダイニングシーンをご提供いたします。

コロニアルスタイル建築がノスタルジック
なコーヒーラウンジでは、幅広い台湾粥メ
ニューのほか、ローカル料理＆ローカルハ
イティーをお楽しみください。

ランチ＆ディナーはもとより、英国式アフタヌ
ーンティーと夕方のカクテルで有名なカフェ、
お洒落なひと時をお過ごしいただけます。
座席数 68（屋内）

座席数 120

コーヒー ラウンジ

ご朝食 6:00 - 10:30
お昼食 12:00 - 14:30
ご夕食 18:00 - 22:30

+65 6730 1746

遅めのご昼食 14:30 - 18:00

(Coffee Lounge)

（月～金）

70（屋外）

営業時間 10:00 - 24:00

レスプレッソ

(L’Espresso)

+65 6730 1743

当 ホ テ ル 自 慢 の デ ザ ートショップ、ケー
キ、ペストリー、自家 製クッキーをご 提 供
致します。

飲茶＆ドリンク 18:00 - 22:30
ハッピーアワー 18:00 - 21:00

営業時間 9:00 - 21:00

四川＆広東料理、そして懐かしいトロリーに
載せた飲茶とバーベキューメニューで有名
なレストランです。

デリ (The Deli)
+65 6730 1786

座席数 80（屋内）

100（6プライベートルーム）
76（屋外）

シンガポールでも有名な高級ステーキ＆コ
ンチネンタル料理レストランです。

座席数 60

ミンジャン

ご昼食 12:00 - 14:30

+65 6730 1704

ご夕食 19:00 - 22:30

(Min Jiang)

ゴードングリル (Gordon Grill)
+65 6730 1744

座席数 20（着席時）

+65 6730 1744

ご夕食 18:30 - 22:30

座席数 130（屋内）

40（立食時）

営業時間 10:00 - 24:00
ハッピーアワー 18:00 - 21:00

ご昼食＆飲茶
（月〜土）11:30 - 14:30
（日）11:00 - 14:30

鮮やかな緑に包まれたデンプシーヒルに建
つ、
白と黒で彩られた平屋建てのコロニアル
様式のレストランでは、名物料理である薪で
焼き上げた北京ダックや絶妙に調理された
飲茶、ロースト肉料理などの本格的な四川・
広東料理をお楽しみいただけます。

お食事前の食前酒やカクテル、お食事を終
えてゆったりと楽しむドリンクにぴったりの
バーです。

(Highland Bar)

ご夕食 18:00 - 22:30

イングリッシュアフタヌーンティー ブッフェ
（月～金）
14:00 - 17:30
（土・日・祝）
12:00 - 14:30 (1 回目)
15:00 - 17:30 (2 回目)

ウィークエンドハイティーブッフェ 15:00 - 17:30
（土日）

ハイランドバー

ご昼食 12:00 - 14:00

20（屋外）
8（バー）

ミンジャン・デンプシー店

(Min Jiang at Dempsey)

(7A & 7B Dempsey Road)
+65 6774 0122

ご昼食 11:30 - 14:30

ご夕食 18:30 - 22:30

オンラインによるご予約はこちらで承ります。www.goodwoodparkhotel.com

ケータリング
グッドウッドパークホテルでは、大規模なコーポレートセミナー、大使館や政府関連の式典から結婚式、プライベートパーティー、ビジネスミーテ
ィングまで、主催者のご意向に沿った様々なイベントの運営に携わっています。当ホテル最大のバンケットスペースを誇るウィンザーボールルーム
(Windsor Ballroom) は、風水では幸運の象徴と言われる８角形のユニークなデザインが特徴です。ウィンザーボールルームは２または４つのプラ
イベートルームに仕切ることができますので、小規模な会合やビジネスミーティングにもご利用いただけます。お洒落なチューダーボールルーム
(Tudor Ballroom) は、小規模なイベント向き。自然光を生かしたプライベートレセプションエリアも合わせてご利用ください。チューダーコートヤー
ド (Tudor Courtyard) の、
グリーン
（植物）
の壁に縁取られたエレガントなガラスのテントは、
結婚式、
カクテルパーティやコーポレートランチ／ディナーイベン
トに最適です。
特別仕様:
すべてのコンフェレンス＆ファンクションルームに、
下記の最新通信設備とオーディオ−ビジュアル機器を設置しております。
• すべてのファンクションルームにブロードバンドインターネットが接続
（無線）
されています。
• すべてのファンクションルームには電動プロジェクターとスクリーンが備えられています。
大きさ

総座席数

ファンクション
ルーム（1階）

シアター

クラスルーム ボードルーム U-シェイプ クラスター
(円卓6席)
(3 人/テーブル)

カクテル

中華
(円卓10席)

ブッフェ
(円卓 10席)

洋食
(円卓8席)

ホロウ
スクエア

フロアー
面積
(スクエアフィート)

長さ
(フィート)

幅
(フィート)

高さ
(フィート)

10.8

チューダーボールルーム

230

120

40

42

96

230

220

220

160

54

2564

63.7

40.3

チューダーコートヤード

150

-

-

-

-

140

-

80

-

-

2583

65.61

39.37

13

-

-

10

-

-

-

-

-

-

-

255

26.15

12

9.8

ボードルーム I

総座席数

ファンクション
ルーム（2階）

幅
(フィート)

高さ
(フィート)

42.3

32.1

14.8

2002

84.6

64.2

14.8

5759

73.8

86.9

14.8

331.5

25.5

13

9.8

カクテル

中華
(円卓10席)

ブッフェ
(円卓 10席)

洋食
(円卓8席)

ホロウ
スクエア

30

40

50

50

40

30

1001

36

60

80

100

100

80

54

-

-

204

350

380

280

288

10

-

-

-

-

-

-

-

U-シェイプ クラスター
(円卓6席)

シアター

クラスルーム

ボードルーム

アランデル /ドーバー /
ハンプトン /リーズ

50

30

20

24

アランデル & ドーバー /
ハンプトン＆リーズ

100

60

40

ウィンザーボールルーム

400

300

-

-

ボードルーム II

大きさ

フロアー
長さ
面積
(フィート)
(スクエアフィート)

1 平方メートル = 10.764 スクエアフィート, 1 メートル = 3.28 フィート

チューダーコートヤード

特注ケータリングサービス−お客様をご招待したら、
あとはホテルにお任せください。
当ホテルでは様々なイベント／パーティーの趣旨に合わせたカスタムメイドのケータリングサービスを行なっております。
素晴らしいイベントにするため
のBGM、
フラワーアレンジメント、
お食事 、テーブルセッティング
（無料）
などの詳細をご提案いたします。

当ホテルのシェフとケータリングチームは、
ガーデンパーティー、
ビジネスブレックファスト／フォーマルディナーなど、
ご指定のパーティー会場の
どこにでも出向く出張サービスを行なっております。
それぞれのイベントに合わせたメニューと、
白い手袋のバトラーたちもご用意いたします。数
々の賞に輝く当ホテルのレストラン、
ミンジャンとゴードングリルの料理チームが、
豊富なレシピの中から自慢のメニューをご用意いたします。
バンケット／屋外ケータリング :
電話：+65 6730 1821

ファックス：+65 6738 5034

メールアドレス：banquet@goodwoodparkhotel.com

ウィンザーボールルーム (Windsor Ballroom)
鏡張りの壁、クリスタルのシャンデリアを施した格間
（ごうま）
天井、
柱のない８角形の大広
間。訪れた人を魅了する印象的な空間のウィンザーボールルームは、お望みのイベントス
ケールに沿って2部屋または4部屋に仕切って使用することもできます。

ドーバー

ハンプトン

(Dover)

(Hampton)

アランデル

リーズ

(Arundel)

(Leeds)

煌めくシャンデリアを施したコロニアルスタイルのインテリア、
クリームトーンで統一さ
れた繊細で贅沢なチューダーボールルームは、小規模のイベントに最適。ボールルー
ムの両サイドは、床から天井までガラス窓で覆われ、昼間は自然光が射しこみ美しい陰
影を紡ぎます。
レセプションエリアは、イベント前のカクテルをお楽しみいただく場所と
しても最適です。

バー

チューダーボールルーム (Tudor Ballroom)

ホワイエ

レセプション
エリア

メイン
エントランス

お問い合わせ
マップ
シンガポールのショッピング＆エンターテインメントの中心地オーチャード
ロード＆スコッツロードに位置する当ホテルは、主な銀行やビジネス地区の
あるシェントンウェイから車で10分ほどの便利なロケーションで、
観光、
ご出張
の皆様にご利用いただいております。チャンギ空港からはタクシーで約25分
で到着いたします。

GOODWOOD PARK HOTEL
22 Scotts Road Singapore 228221
+65 6737 7411
+65 6732 8558
enquiries@goodwoodparkhotel.com
www.goodwoodparkhotel.com
電話

ファックス

MEMBER OF THE GOODWOOD GROUP OF HOTELS

GoodwoodParkHotel

goodwoodparkhotelsg

goodwoodparksg

受賞歴
シンガポールSG Clean品質認定 - ホテル
シンガポール政府観光局 &
エンタープライズシンガポール

リージョナル ベストレストランガイド
(ゴードングリル、
ミンジャン)
アジアタトラー

BCAグリーンマーク賞—金賞
建築物＆建設機関

シンガポール ベストレストラン
(ゴードングリル、
ミンジャン)
シンガポールタトラー

エクセレンスサービス賞−銀賞、
金賞、
スター
シンガポールホテル協会
サーティフィケート オブ エクセレント＆トラベラーズ
チョイス賞
トリップアドバイザー
ナショナルカーティシー賞—サービス ゴールド
シンガポールホテル協会
＆シンガポール親切運動カウンシル
ゴールドサークル賞−ホテル
Agoda.com
推奨賞−ホテル
フォーブス トラベルガイド
ホテルセキュリティ賞
シンガポールホテル協会

シンガポール トップレストラン
(ゴードングリル、
ミンジャン)
ワイン & ダイン
ベスト レストラン−中華料理
(ミンジャン)
ホスピタリティーアジアプラチナ賞
ベストレストラン- 洋食部門
(ゴードングリル)
ホスピタリティーアジアプラチナ賞
エクセレントアワード
(ゴードングリル)
グルメ＆トラベルGレストラン賞
ベスト ビジネスランチ
（洋食）
(ゴードングリル)
ザ ピークセレクションズ：グルメ＆トラベル
G レストラン賞

ベストアフタヌーン リラクゼーション−ファイナリスト
ホテルクラブ

シンガポール50ヤミーケークス
(ドリアンムースケーキ)
ザ サンデータイムス

トップ５レストラン−シンガポールサービス スター
(ゴードングリル)
シンガポール政府観光局

シンガポール ベストドリアンパフ
リアンヘ ワンバオ

推奨
(ホテル、
ゴードングリル、
ミンジャン)
ミシュランガイド シンガポール

など多数
06/2020

エクセレンス イン サービス−ホテル
シンガポール政府観光局

