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ホテル オリエンタルエクスプレス 東京蒲田

映画チケット付きの“蒲田が満喫できる宿泊プラン”を販売開始

ホテルの地元・蒲田への想いが込められた映画『蒲田前奏曲』を応援！
株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営する ホテル オリエンタルエクスプレス 東京蒲田（東京
都大田区 ホテルマネージャー／矢神 達也）が、ホテルの地元・蒲田を舞台に、蒲田への想いが込め
られた映画『蒲田前奏曲』を応援し、映画の全国共通特別鑑賞券や蒲田が満喫できる特典付き宿泊プ
ラン及び、映画前売り券の販売をいたします。

(c)2020 Kamata Prelude Film Partners
映画『蒲田前奏曲』は、出演者兼プロデューサー・松林うららさんの地元である蒲田を舞台とした、第
15 回大阪アジアン映画祭クロージング作品、 中川龍太郎監督、穐山茉由監督、安川有果監督、渡辺
紘文監督による連作スタイルの長編映画。
女優の松林うららさんが企画書の書き方や資金集めの方法も何もわからないところからスタートしたこ
の映画は、映画製作への想いや、舞台として選んだご自身の地元である蒲田への想いがたくさん込め
られている。その想いに共感し、ポスターやチラシの設置、映画の全国共通特別鑑賞券や全国共通特
別鑑賞券付き宿泊プランの販売という形で映画『蒲田前奏曲』を応援させていただくことにいたしました。
蒲田への想いが込められた映画『蒲田前奏曲』との出会いが、かつては「映画の街」と呼ばれた蒲田
の「松竹キネマ蒲田撮影所誕生 100 周年」の年。そんな記念すべき年に、ホテルがこの映画と関われ
ることを大変嬉しく思います。

≪概要≫
出演 伊藤沙莉、瀧内公美、福田麻由子、古川琴音、松林うらら
監督・脚本 中川龍太郎、穐山茉由、安川有果、渡辺紘文
製作 『蒲田前奏曲』フィルムパートナーズ（和エンタテインメント、MOTION GALLERY STUDIO、ENBU ゼミナー
ル、TBS グロウディア）
配給 和エンタテインメント、MOTION GALLERY STUDIO
2020 年 / 日本 / 日本語 / 117 分 / カラー&モノクロ / Stereo
『蒲田前奏曲』©︎ 2020 Kamata Prelude Film Partners
9 月 25 日よりヒューマントラストシネマ渋谷、キネカ大森他全国順次公開
≪作品解説≫
日本映画界の最若手世代のなかで、今、最も注目されている 4 人監督が連作した長編映画。蒲田に住む売れな
い女優マチ子を主軸に、マチ子の周りの人間模様を通して、”女”であること、”女優”であることを求める社会への
皮肉をコミカルに描く。監督には日本映画界の若手実力派監督が集結。最新作『静かな雨』が釜山国際映画祭上
映、東京フィルメックス観客賞受賞など、国内外の注目を集める 中川龍太郎、長編デビュー作『月極オトコトモダ
チ』が MOOSIC LAB グランプリ受賞、東京国際映画祭上映の穐山茉由、『Dressing Up』(第 8 回 CO2 助成作品、
OAFF2012）で日本映画プロフェッショナル大賞新人監督賞受賞の安川有果、最新作『叫び』が東京国際映画祭日
本映画スプラッシュ部門監督賞に輝き、第 22 回ウディネ・ファーイースト映画祭では特集が組まれるなどの渡辺
紘文(大田原愚豚舎)が務める。『飢えたライオン』で主演を務め、舞台、TV ドラマなどでも活躍する松林うららが自
身の地元である蒲田を舞台にプロデュースし、自らも出演。また、伊藤沙莉（『タイトル、拒絶』）、瀧内公美（『火口
のふたり』）など、旬の俳優が名を連ねる。2020 年 9 月 25 日よりヒューマントラストシネマ渋谷、キネカ大森より全
国順次公開予定。
映画『蒲田前奏曲』公式サイト
https://www.kamataprelude.com/
映画『蒲田前奏曲』公式 Twitter
https://twitter.com/kamataprelude
映画『蒲田前奏曲』公式 Facebook
https://www.facebook.com/kamataprelude

映画『蒲田前奏曲』は、宣伝費調達の為のクラウドファンディングを実施しており、開始から僅か 1 日で見事目標
を達成するも、公開館拡大を目指し、 9 月 23 日の期間まで引き続き支援を募集しています。
映画『蒲田前奏曲』クラウドファンディングページ
https://motion-gallery.net/projects/kamatapreludefilm/
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≪宿泊プラン概要≫
○プラン名
【映画『蒲田前奏曲』全国共通特別鑑賞券付】蒲田満喫プラン＜朝食付・素泊り＞
○プラン内容
・映画『蒲田前奏曲』全国共通特別鑑賞券＜ステッカー付＞（お一人様 1 枚）
・都内共通入浴券（映画で登場する「蒲田温泉」他、東京都内の銭湯でご利用可能。）（お一人様 1 枚）
・SENTO ビール（大田区内の銭湯限定販売品）（お一人様 1 本）
・レイトチェックアウト 13 時まで（通常 11 時まで）
○宿泊プラン限定スペシャル特典
【先着 10 名様限定！】松林うららさんサイン入りチラシプレゼント！
○朝食（6:30～10:00）※ラストオーダー9:30
蒲田の名産「海苔」を使用したおにぎりや、海苔弁をお楽しみいただけます。
食材も地元蒲田にこだわりました。
○部屋タイプ
オリエンタルダブル（1～2 名利用）
オリエンタルツイン（1～2 名利用）
オリエンタルトリプル（1～3 名利用）
○宿泊予約受付
2020 年 9 月 11 日(金)～
ホテル公式サイト、電話予約にて受付。
○宿泊対象日
2020 年 9 月 11 日(金)～10 月 14 日(水)
※ヒューマントラストシネマ渋谷、キネカ大森での公開は 9 月 25 日(金)からです。
※映画の公開期間に合わせて延長の可能性あり。
※全国共通特別鑑賞券を含む上記特典は、チェックインの際にフロントにてお渡しいたします。（事前のご郵送は
承っておりません。）
○料金
料金は変動制となります。
【映画『蒲田前奏曲』全国共通特別鑑賞券付】蒲田満喫プラン＜朝食付＞予約ページ
https://bit.ly/3hd4bnT
【映画『蒲田前奏曲』全国共通特別鑑賞券付】蒲田満喫プラン＜素泊り＞予約ページ
https://bit.ly/3k5zAu1

≪映画の全国共通特別鑑賞券＜ステッカー付＞販売概要≫
ご宿泊以外のお客様もフロントにてご購入いただけます。
料金 1,500 円（税込）
販売期間 2020 年 9 月 23 日(水)まで
※夜間（午前 1 時～6 時）はホテル正面玄関を施錠しておりますので、ご宿泊以外のお客様は入館不可。
ホテル公式サイト TOP
https://bit.ly/2Fknm1G

2020 年 9 月 9 日、松林うららさんにご来館いただき、サイン入りポスターとチラシの設置をいたしました。
蒲田マチ子役の松林さんは、劇中で蒲田温泉 T シャツを着用！ロビーにはマチ子のサイン入り T シャツを展示
中です！
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ホテル オリエンタルエクスプレス 東京蒲田
2019 年 4 月 19 日開業。客室数 158 室、料飲施設 1 店舗。
コンセプトは、「蒲田ならではの町工場を感じるホテル」、町工場やそこで
働くクラフトマンの『体験価値を持つホテル』。
京急蒲田駅より徒歩 3 分。
https://tokyokamata.hotelorientalexpress.com/

ホテル オリエンタルエクスプレス 東京蒲田では、以下のような感染症対策を行っております。
・消毒液の増設及び定期的な清掃・消毒
・定期的な換気
・身体的距離確保のお願い
・飛沫感染防止のアクリルボード
・接触感染防止のキャッシュトレー使用徹底
・スタッフのマスク着用義務とお客様への共用エリアでのマスク着用のお願い
・スタッフの出勤前の検温

【LINE 公式アカウント情報】
アカウント名
ホテルオリエンタルエクスプレス東京蒲田
LINE ID
@orientalexp.kamata
友だち追加 URL https://bit.ly/2Yt7iC0

[運営会社] 株式会社ホテルマネージメントジャパン
★ 株式会社ホテルマネージメントジャパン 会社概要
株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内 20 ホテル、5,951 室のホテルを運営するホテル経営会社です。全国
各地で「オリエンタル」、「ヒルトン」、「マリオット」、「ホリデイ・イン」など、国内外のブランドをはじめ東京ディズニーリゾ
ート(R)・パートナーホテルなど多種多様なホテル経営を行っています。
※ グループホテル数：20 ／ グループホテル総客室数：5,955 室 ／ グループホテル総従業員数：約 2,600 名
※ 国内 20 ホテル
ヒルトン成田（千葉県成田市/ 548 室）、インターナショナルガーデンホテル成田（千葉県成田市/ 463 室）、オリエンタ
ルホテル 東京ベイ（千葉県浦安市/ 511 室）、ヒルトン東京お台場（東京都港区/453 室）、ホテル オリエンタルエクス
プレス 東京蒲田（東京都大田区/ 158 室）、ホテル オリエンタルエクスプレス 東京銀座（東京都中央区/ 103 室）、オ
リエンタルホテル京都 ギャラリー（京都府東山区/ 150 室）、オリエンタルホテル京都 六条（京都府下京区/ 166 室）、
ホテル日航奈良（奈良県奈良市/ 330 室）、ホリデイ・イン大阪難波（大阪市中央区/ 314 室）、なんばオリエンタルホテ
ル（大阪市中央区/ 258 室）、ホテル オリエンタルエクスプレス 大阪心斎橋（大阪市中央区/ 124 室）、 オリエンタル
スイーツ エアポート 大阪りんくう（大阪府泉佐野市/ 258 室）、神戸メリケンパークオリエンタルホテル（神戸市中央区
/ 323 室）、シェラトングランドホテル広島（広島市東区/ 238 室）、オリエンタルホテル広島（広島市中区/ 227 室）、オ
リエンタルホテル福岡 博多ステーション（福岡市博多区/221 室）、沖縄ハーバービューホテル（沖縄県那覇市/ 352
室）、ホテル日航アリビラ（沖縄県読谷村/ 397 室）、オキナワ マリオット リゾート ＆ スパ（沖縄県名護市/ 361 室）

＜本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先＞
ホテル オリエンタルエクスプレス 東京蒲田
広報窓口／オリエンタルホテル 東京ベイ内
担当 ： 東 （ひがし）
Mail: higashi@oriental-hotel.co.jp Tel： 047-350-8401 （直通）

