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ホテルアクセス 

ザ・ペニンシュラ東京は、地下 1 階にて東京メトロ日比谷線・千代田線・都営三田線が
乗り入れる日比谷駅と東京メトロ有楽町線有楽町駅に直結し、また新幹線や JR 成田エ
クスプレスの主要ターミナル駅である東京駅へも程近い場所に位置しております。 

※現在、正面または仲通りの入館のみとなり出入口にて検温をさせていただいており
ます。その他のホテル入口はクローズしております。 
 
● 東京メトロ日比谷線・千代田線・都営三田線 日比谷駅 地下通路 A7 出口直結 
● 東京メトロ有楽町線 有楽町駅 地下通路 A7 出口直結（A7 出入口ご利用時間 6:00-

23:00） 
● 東京メトロ銀座線・日比谷線・丸ノ内線 銀座駅 C4 出口／徒歩 3分 
● JR 山手線・京浜東北線 有楽町駅 中央西口／徒歩 2 分 
 
成田国際空港よりお越しの場合 
●電車： 
京成スカイライナー（約 60 分） 上野駅経由、JR 山手線・京浜東北線 有楽町駅下車 
JR 成田エクスプレス線（約 80 分） 上野駅経由、山手線・京浜東北線 有楽町駅下車 
●バス（約 90 分）： 
エアポートリムジンバス／東京駅方面乗車 
●車（約 70 分）： 
東関東自動車道／高速湾岸線／首都高速都心環状線、霞が関出口もしくは銀座出口より 
 
羽田空港よりお越しの場合： 
●電車（約 45 分）： 
東京モノレール 浜松町経由、JR 山手線・京浜東北線 有楽町駅下車 
●バス（約 40 分）： 
エアポートリムジンバス／日比谷エリア方面乗車 
●車（約 40 分）： 
高速湾岸線／首都高速都心環状線／霞ヶ関出口もしくは銀座出口より 
 
駐車場： 
バレーパーキングでの駐車とさせていただいております。ご宿泊者様 1泊 1台 6,000円 
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Hotel Access 
 
Currently, only the main entrance or at Naka-Dori is available. Upon entering, guests 
will be required to wear surgical mask, have their body temperature checked and 
disinfect hands with hand sanitizer.  
 
The Peninsula Tokyo is directly connected to the Hibiya station offering access to four major 
train lines --- Hibiya, Chiyoda, Toei Mita, and Yurakucho --- via exit A7 (6:00 am to 11:00 pm). 
Registered guests of the hotel may use exit A6 (7:00 am to 11:00 pm). In addition, it is a 
two-minute walk from the JR Yurakucho station (Central West exit) and three-minute walk 
from Ginza station (exit C4). 
 
 
From Narita International Airport (NRT) 
By Train 
Take the Keisei Skyliner to Ueno Station (60 minutes) or the JR Narita Express to Tokyo 
Station and transfer to the Yamanote line for Yurakucho Station (80 minutes). 
 
By Bus 
Take the Airport Limousine bus to the Hibiya area (90 minutes).  
 
By Car 
Take the Higashi Kanto Expressway for Tokyo, change to the Wangan Expressway, then to 
the Shuto Expressway and take the Kasumigaseki or Ginza exits (70 minutes).  
 
 
From Haneda Airport (Tokyo International Airport) (HND) 
By Train  
Take the Tokyo Monorail to JR Hamamatsucho Station and transfer to the Yamanote Line 
for Yurakucho Station (45 minutes). 
 
By Bus  
Take the Airport Limousine bus to the Hibiya area (40 minutes). 
 
By Car  
Take the Shuto Expressway for Tokyo and take the Kasumigaseki or Ginza exits (40 
minutes). 
 
Parking 
The hotel offers valet parking only. JPY 6,000 per car for staying guests. 
 
 


