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レトロ建築ならではのフォトスポットなど見どころを初公開 

華やかなりし歴史浪漫を文化財で体感「大正ロマン×百段階段」 
夢二美人になりきって、お気に入りの 1 枚を 

ホテル雅叙園東京にて 2022 年 4 月 16 日（土）より開催中 

  

日本美のミュージアムホテル、ホテル雅叙園東京(所在地：東京都目黒区 / 総支配人：𠮷澤真一

朗) では、2022 年 4 月 16 日（土）から 6 月 12 日（日）までの期間限定で、館内に有する東京都指

定有形文化財「百段階段」にて「大正ロマン×百段階段」を開催中で、すでに大きな反響を呼んで

います。大正から昭和初期にかけては、西洋の文化や芸術が多く取り入れられるようになり、日本

的なものと西洋的なもの、古い伝統と新しいものなど新たな時代の気運の高まりとともに、大衆文

化が大きく花開いた時代です。その活気に満ちた時代背景を体感できる展示の見どころの一部をレ

ポートいたします。 

今回の企画展では、大正時代を代表する画家・竹久夢二の直筆原画を含む約 50 点の作品や、 

人気イラストレーター・マツオヒロミ氏の大ヒット作『百貨店ワルツ』とのコラボレーションに

より、当時の人々の憧れの百貨店の世界を絢爛豪華な設えが特徴の「漁樵の間」で表現したイン

スタレーション、松竹衣裳によるレトロな着物のコーディネートやモダン・ガールの装いの展

示、日本ステンドグラス作家協会に所属する作家による色鮮やかなステンドグラスを配したモダ

ンな「大正浪漫喫茶室」などをお愉しみいただけます。また、会場となっている文化財「百段階

段」は、旧目黒雅叙園の 3 号館として昭和 10 年に建てられ、90 年近くの年月を経て木造ならで

はの風合いが増したレトロ建築。その本物の重厚感を活かし、着物にも洋服にも映えるフォトス

ポットも多数ご用意しております。 

 

新たな時代の幕開けを迎える人々の心を惹きつけた、華やかなりし世界をご堪能ください。 

  

漁樵の間『百貨店ワルツ』                  頂上の間フォトスポット一例 



 

■「大正ロマン×百段階段」みどころレポート 

＜見どころ①＞ 

直筆原画を含む竹久夢二の作品約 50 点が集結 

大正ロマンを代表する画家の一人、竹久夢二の作品を「港

屋絵草紙店」「美人画」「童画」「セノオ楽譜」の 4 つのカ

テゴリーに分け、静水の間、星光の間の 2 部屋に渡り展

示。時を超え今でも多くのファンを魅了する夢二の直筆原

画を含む作品約 50 点をお愉しみいただけます。 

 

 

＜見どころ②＞ 

マツオヒロミ氏『百貨店ワルツ』とのコラボレーションによる憧れの百貨店の世界を体感 

当時の百貨店は、買い物をするだけではなく、文化や流行

を創り出す場であり、人々の憧れがつまった特別な空間で

もありました。文化財「百段階段」の中でも絢爛豪華な「漁

樵の間」で、大ヒット作『百貨店ワルツ』に登場する「呉

服部」や「美粧部」「文具部」など各売り場の様子を、マ

ツオヒロミ氏のイラストパネルと共に展示し、華やかで幻

想的な百貨店の世界をご覧いただきます。 

 

＜見どころ③＞ 

フォトジェニックな体験をレトロな文化財建築で 

昭和初期の文化財建築をさらにレトロに演出する赤い絨毯やアンティーク家具、ステンドグラスな

どを配したフォトジェニックなスポットを多数ご用意。夢二の描くどことなく憂いを帯びた女性や、

建物に描かれた美人画や男性画の一人になりきってみるのもおすすめです。 

 

 

■大正浪漫喫茶室 

「草丘の間」に期間限定で和洋折衷の内装を施した「大正

浪漫喫茶室」では、アイス珈琲とバウムクーヘンをご用意

いたします。タイムスリップしたような喫茶室で特別な時

間をお愉しみください。 

【時間】 11:30～17:00（L.O）※お席は 45 分制です 

【料金】 1 名様 ￥1,000 

 

 



 

■「大正ロマン×百段階段」開催概要 

期間：2022 年 4 月 16 日（土）～6 月 12 日（日）※5 月 25 日（水）は休館日 

時間：11:30～18:00（最終入館 17:30） 

会場：ホテル雅叙園東京 東京都指定有形文化財「百段階段」 

料金：一般 ￥1,200 / 学生 ￥600 ※要学生証提示、未就学児無料 

販売：ホテル雅叙園東京［一般入場券］  

   公式オンラインチケット［一般入場券、グッズ付入場券、日時指定入場券］ 

主催：ホテル雅叙園東京 

お問合せ：03-5434-3140（イベント企画 10:00～18:00） 

URL：https://www.hotelgajoen-tokyo.com/100event/roman 

※状況により、開催内容が一部変更となる場合がございます。 
 

■出展者 

松竹衣裳㈱ / マツオヒロミ / ㈱三越伊勢丹 / 高山しげこ / ㈱クラブコスメチックス / ㈱パイロ

ットコーポレーション / キタガワアキコ / 日本ステンドグラス作家協会 / ㈱港屋 / 小澤康麿 / 

アデリア㈱ / 旭屋ガラス店 / HARIO ランプワークファクトリー㈱ / 廣田硝子㈱ 
 

■オンライン限定入場券 

①［数量限定］復刻版レトロ絵葉書セット付 ￥1,400 

②［数量限定］大正乙女のお手紙メモ付 ￥1,500 

③［数量限定］椿のアクセサリー付 ￥7,000 

④［日にち指定］［定員制］ギャラリートーク付特別見学会 ￥2,000 

⑤  ペアチケット ￥2,300 
 

■東京都庭園美術館企画展 相互割引のご案内 

東京都庭園美術館で同時期に開催の「建物公開 2022 アール・デコの貴重書」（期間：4 月 23 日～

6 月 12 日）と連携し、相互割引を実施いたします。東京都庭園美術館のアール・デコの様式美と

文化財「百段階段」の大正ロマンの世界をご一緒にお愉しみください。 

＜相互割引内容＞ 

東京都庭園美術館：入場料割引（一般￥1,000→￥800 / 大学生¥800→¥640 / 中学生・高校生

¥500→¥400 / 65 歳以上¥500→¥400） 

文化財「百段階段」：入場料割引（一般￥1,200→￥1,000） 

※いずれも他の割引との併用不可。当日券のみが対象で、オンラインチケットは対象外となります。 

※相互企画展の会場内に設置される案内パネルを撮影し、各会場受付でチケット購入の際ご提示ください。 
 

■日本橋三越「三結
み ゆ

衣
い

展」 スタンプラリー開催のご案内 

日本橋三越本店で開催の「三結衣展」と「大正ロマン×百段階段」のコラボレーション企画。「三

結衣展」と本企画展のスタンプを集めると文化財「百段階段」オリジナルポストカードをプレゼ

ントします。（予定枚数になり次第終了） 

【期間】5 月 18 日（水）～5 月 23 日（月） 

【時間】三結衣展 10:00～19:00（最終日は 18:00 閉場） 

大正ロマン×百段階段 11:30～18:00（最終入館 17:30） 

【スタンプラリー台紙設置】ホテル雅叙園東京 文化財「百段階段」内 

【ポストカードプレゼント】日本橋三越本店本館 7 階 催物会場 

https://www.hotelgajoen-tokyo.com/100event/roman


 

■同期間開催の大正ロマン企画 

＜レトロ着物プラン～レストランと文化財見学～＞ 

着物の着付・お食事・企画展「大正ロマン×百段階段」入場券

がセットになった本プランでは、着物と帯を、それぞれ約 50 種

類よりお選びいただけます。着物はレンタルですので、普段は

選ばないような大胆な柄にチャレンジするのもおすすめです。 

【期間】 2022 年 4 月 16 日（土）～6 月 12 日（日） 
※5 月 25 日は除外日 

【料金】 ランチ￥18,000、アフタヌーンティー￥17,000（いずれも税サ込） 

【内容】 着物レンタル一式、着付、簡易ヘアセット、お食事、「大正ロマン×百段階段」入場券 

【対象レストラン】 

 中国料理「旬遊紀」、日本料理「渡風亭」、New American Grill “KANADE TERRACE”、 

RISTORANTE “CANOVIANO” 

【URL】 https://www.hotelgajoen-tokyo.com/100event/roman 

【ご予約・お問合せ】 050-3188-7570（レストラン総合案内 10:00～19:00） 

 

 

 

＜レトロ写真婚プラン＞ 

90 年以上の伝統を受け継ぐ老舗ホテルならではの建築美での

クラシカルな撮影が叶うフォトウエディングです。大正時代の

モデルになりきったレトロな結婚写真をお撮りします。 

【期間】 2022 年 4 月 25 日（月）～6 月 30 日（木） 
※平日限定 ※予約受付は 4 月 16 日（土）開始  

【料金】 ￥298,000（税込） 

【内容】 ご新郎ご新婦衣裳各 1 着（ご新郎￥110,000、ご新婦￥330,000 まで）、 

ご新婦ヘアメイク、ブライダルエスコート、カメラマン、3 箇所のフォトスポットでの 

撮影、撮影データ、二面アルバム１冊がセット 

【フォトスポット】  

・南風階段 

・披露宴会場（鷲、花苑、清風より 1 箇所） 

・ロケーション（滝前、玉砂利、アトリウムガーデンより 1 箇所） 

【URL】 https://www.hotelgajoen-tokyo.com/wedding/weddingphoto/retoro 

【ご予約・お問合せ】 03-3491-4111（ブライダルサロン） 

平日 12:00~19:00、土日・祝日 10:00～20:00 ※水曜定休 

 

※料金は全て税込みとなります。 

 

 

 

新型コロナウイルス感染予防に対する当ホテルの取組み 

https://www.hotelgajoen-tokyo.com/archives/51786 

 

東京都指定有形文化財「百段階段」ご見学のお客様に対する取組み 

https://www.hotelgajoen-tokyo.com/100riyou#qa00 

https://www.hotelgajoen-tokyo.com/100event/roman
https://www.hotelgajoen-tokyo.com/wedding/weddingphoto/retoro
https://www.hotelgajoen-tokyo.com/archives/51786
https://www.hotelgajoen-tokyo.com/100riyou#qa00


 

 

レストランをご利用のお客様に対する取組み 

https://www.hotelgajoen-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2020/05/0601_rest.pdf 

 

婚礼をご利用のお客様に対する取組み 
https://www.hotelgajoen-tokyo.com/archives/51909 

 

 

ホテル雅叙園東京とは 

90 年以上の伝統を受け継ぎ、2,500 点もの日本画や美術工芸品に彩られた唯一無二のミュージアムホテ

ルです。茶室に見立てた全 60 室の客室は、80 ㎡以上のスイートルームで、スチームサウナとジェット

バスを完備し、シンプルさと日本の気品ある美しさを兼ね備えています。もてなしの心を継承する日本

料理や中国料理、イタリア料理など７つのレストラン、日本美の粋を尽くした和室宴会場をはじめとし

た 23 の宴会施設、そして東京都指定有形文化財の「百段階段」を有しています。 

また、世界 80 カ国、520 軒を超える独立系の小規模なラグジュアリーホテルだけで構成された「Small 

Luxury Hotels of the World（SLH)」、および世界的なラグジュアリーツーリズム・コンソーシアム

「Traveller Made®」に加盟しています。 

 

URL ：https://www.hotelgajoen-tokyo.com/ 

Facebook ：https://www.facebook.com/gajoen/ 

Instagram ：https://www.instagram.com/hotelgajoentokyo/ 

 

 

 

【お問合せ先】 

 

ホテル雅叙園東京 広報担当 旭岡、武 

T E L：03-5434-3832／F A X：03-5434-3147  

press@hotelgajoen-tokyo.com 

https://www.hotelgajoen-tokyo.com/wp/wp-content/uploads/2020/05/0601_rest.pdf
https://www.hotelgajoen-tokyo.com/archives/51909
https://www.hotelgajoen-tokyo.com/
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