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～2018年の新年の門出を華やかにお祝い～ 

大好評の「おせち」や初登場の「お正月ディナーブッフェ」 

このほか、縁日や獅子舞の披露、おせち朝食などお正月ならではのイベントを開催！ 

 

 

 

ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：和泉 浩）では、新年の幕開けをご家族やご友人と贅沢に

お楽しみいただけるお正月にふさわしいステイプランや様々なお食事プラン、華やかなイベントをご用意

しております。 

 

毎年好評のおせちは、和と洋の両方の美味をご堪能いただける和洋三段重「雅（みやび）」と、日本料理

の職人による伝統の技が光る正統派おせちの和風二段重「彩（いろどり）」をご用意いたします。ご予約は

2017年10月1日（日）～12月25日（月）迄。1年のはじまりに、最高級の逸品をお届けいたします。 

数量限定のため、完売次第終了いたしますので、ご予約はお早めに。 

 

新年の門出を祝うイベントとして、お正月料理を中心にご提供するランチブッフェに加え、ディナーブ

ッフェも2018年1月1日（月）～1月3日（水）の3日間限定で開催します。ディナーブッフェ限定の鯛

めしや獅子舞が会場に登場し、ホテルのお正月ならではの美味や演出をお楽しみいただけます。さらに、

ご家族皆さまでご堪能いただけるニューイヤーコンサート＆ディナーや、毎年恒例の寄席付きブッフェ、

年末年始限定の豪華ステイプランなどをご用意。素敵な年のはじまりをお過ごしいただけます。 

 

このほか、射的など昔ながらの遊びを体験できる縁日、初詣への無料のお送りサービス、袋を開けるの

が楽しい「悠 YU, THE SPA」の数量限定の福袋「Happy Bag！」など各種イベントをご用意しておりま

す。こちらも是非皆さま揃ってご参加ください。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『お正月ブッフェ』 『和洋三段重「雅（みやび）』 



ｃｖｃ 

ｃｖｃ 

 

ｃｖｃ 

ｃｖｃ 

 

ｃｖｃ 

ｃｖｃ 

 

■ホテル椿山荘東京のおせち 

 ホテル椿山荘東京では、伝統的な和の美味と、煌びやか

な洋の美味を贅沢に盛り込んだ、ご家族皆さまでお楽しみ

いただける、和洋三段重「雅（みやび）」をご用意いたし

ます。壱の重、弐の重では、伊勢海老、鮑酒蒸し、子持ち

鮎昆布巻きなど、伝統的な和の美味。参の重では、合鴨ム

ースと仔牛のパテ、ズワイ蟹と野菜のアスピック、鯛のカ

ルピオーネ、オマール海老とホッキ貝のスモークなど、洋

食のシェフが腕を振るう、煌びやかな洋の美味。新春にふ

さわしい和洋の贅沢な逸品を存分にご堪能いただけます。 

このほか、日本料理の職人による伝統の技とおもてなし

の心でご用意した、正統派おせち料理を二段に詰めた和風二段重「彩（いろどり）」もお楽しみいただけ

ます。 

2018年も皆さまにとって幸多き一年となりますよう、ホテルのシェフが一品一品丁寧に作りあげる贅沢

な美食とともに、素敵な新年の幕開けをお迎えください。 

 

■華やかに新年を慶ぶ『お正月ブッフェ』 

『お正月ランチブッフェ』『お正月ディナーブッフェ』 

豪華絢爛なおせちやお雑煮などのお正月料理を中心に、人気のローストビーフや華やかな彩りに満ちた

メニューを揃えました。黒豆・かまぼこ・伊達巻・昆布巻き・数の子などの縁起物を揃え、お雑煮は、お

すましに鶏のモモ肉・餅・大根が入った関東風と、白味噌仕立てで鯛の切り身・餅・里芋が入った京風の

2種をご用意しております。東西の食べ比べもおすすめです。2018年、初開催のディナーブッフェでは、

ディナー限定の鯛料理や獅子舞が会場に登場します。館内では縁日や琴演奏、庭園内の白玉稲荷神社での

初詣や、七福神巡りなどもお楽しみいただけます。ホテルならではの美味に舌鼓を打ちながら、ご家族揃

って新しい年をお迎えください。 

 

『お正月寄席付きブッフェ』 

お正月恒例の寄席付きブッフェでは、笑点でもおなじみの林家たい平師匠が登

場いたします。その他、古今亭志ん丸さんによる福をもたらす縁起の良い寿獅子

舞に、林家あずみさんによる三味線漫談もお楽しみいただけます。2018年の初笑

いはご家族皆さまお揃いで、お過ごしいただけます。 

 

■年末年始ステイプラン『吉祥』 

 ホテル椿山荘東京が誇る193㎡の｢ネームドスイート｣の「プ

レジデンシャルスイート」と「ロイヤルスイート」にご宿泊い

ただける年末年始限定プランをご用意いたしました。最上階に

位置するロイヤルスイートと、ワインクーラーを備えた上品な

プレジデンシャルスイート、お好みに合わせて極上のスイート

ルームをお選びいただけます。トップエグゼティブのための、

寛ぎのプライベート空間をたっぷりとったゆとりあるベッドル

ーム・リビングルームからは四季折々の美しい庭園や都心の眺

望がお楽しみいただけます。宿泊特典として「日本で飲もう、最高のワイン」で選ばれたベストワイン

「マスート 2013 ピノ・ノワール エステート・ヴィンヤード」のボトルワインのサービスやホテル館内の

レストランやショップ、ルームサービスなどはもちろんイベントへの参加でもご利用いただける 1万円分

のホテルクレジットなどをご用意。さらに、12月31日（日）ご宿泊者様限定の特典、年越し蕎麦をお部

屋へお届けのサービスやおせち朝食もお楽しみいただけます。優雅な年の瀬、年初めをご堪能ください。 



 

 

■ホテル椿山荘東京のおせち概要 

ご予約・お問い合わせ 03-3943-7613（8：00～21：00） 

■料金   ：和洋三段重「雅（みやび）」   59,400円 

           和風二段重「彩（いろどり）」  43,200円 ※消費税込み 

■期間      ： 

【ご予約期間】2017年10月1日（日）～12月25日（月）迄 

【お渡し日】2017年12月 31日（日）8：00～21：00 ～2018年1月1日（月）8：00～12：00迄 

 ※予定数量完売次第終了 

 ※配達日：2017年12月31日（日）（時間指定は承りかねます。予めご了承ください） 

 ※配達地域：原則東京23区内 （その他地域の場合、お問い合わせください） 

■メニュー等詳細はこちら：     

和洋三段重「雅（みやび）」 

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/shop/recommend/15597959ae28c0f.html 

和風二段重「彩（いろどり）」 

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/shop/recommend/5059796db266dc4.html 

 

■お正月ブッフェ概要 

ご予約・お問い合せ03-3943-1140（9：00～20：00） 

『お正月ランチブッフェ』 

■期間     ：2018年1月1日（月）～3日（水） 

■会場    ：プラザ・タワー宴会場 

■時間     ：午前の部 受付 10：00～ 食事 11：00～12：30 

午後の部 受付 13：00～ 食事 14：00～15：30 

※いずれかの時間をお選びいただきご予約ください。 

■料金     ：大人7,300円、小学生 3,500円、幼児（3歳～） 2,000円 ※消費税、サービス料込 

■食事   ：おせちを中心とした和洋ブッフェ 

フリードリンク（ビール・ワイン・焼酎・ウイスキー、ソフトドリンク） 

■URL ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/4059891baca1b95.html 

 

『お正月ディナーブッフェ』 

■期間     ：2018年1月1日（月）～3日（水） 

■会場 ：プラザ・タワー宴会場 

■時間     ：受付 17：00～ 食事 17：30～19：30 

■料金     ：大人7,800円、小学生 3,800円、幼児（3歳～） 2,200円 ※消費税、サービス料込 

■食事   ：おせちを中心とした和洋ブッフェ 

フリードリンク（ビール・ワイン・焼酎・ウイスキー、ソフトドリンク） 

■URL      ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/28598966d532782.html 

 

 

※ホテル公式HPからのご予約が便利でお得です。 

※割引除外日もございます。 

※株主優待券をご利用の場合は直接お電話にてご予約ください。 

※配席はホテル一任となります。 

※ディナーブッフェの会場内での獅子舞演出は、約15分を予定しております。 

 

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/shop/recommend/15597959ae28c0f.html
https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/shop/recommend/5059796db266dc4.html
https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/4059891baca1b95.html
https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/28598966d532782.html


『お正月寄席付きブッフェ』～2018年の初笑いは林家たい平師匠で決まり！ 

■期間     ：2018年1月2日（火） 

■会場    ：プラザ・タワー宴会場 

■時間     ：受付 16：00～ 食事 17：00～ 寄席19：00～ 

■料金     ：大人8,800円、小学生 4,500円 ※消費税、サービス料込 

※演出の都合、未就学のお子さまのご入場はご遠慮いただいております。 

※ご予約は事前振込または、事前クレジット決済をもって確定となります。 

現地払いは受け承っておりませんのでご了承ください。    

■食事      ：和洋ブッフェ、フリードリンク（ビール・ワイン・焼酎・ウイスキー、ソフトドリンク） 

■URL   ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/5959913e91b3011.html 

 

■年末年始宿泊概要 

ご予約・お問い合せ 03-3943-0996（9：00～20：00） 

年末年始ステイプラン『吉祥』  

■期間   ：2017年12月29日（金）～2018年1月2日（火）  

■料金   ：プレジデンシャルスイート/ロイヤルスイート 

2名1室利用時 お一人様 310,000円～ 

※料金は、消費税・サービス料込、東京都宿泊税は別途申し受けます。 

※1室6名様まで、5名様以上のお客様はエキストラベッド対応となります 

■内容   ：・「日本で飲もう、最高のワイン」で選ばれたベストワイン（赤） 

「マスート 2013 ピノ・ノワール エステート・ヴィンヤード」 ※1泊1室につき1本 

・選べるご朝食（洋食・和食・ルームサービスよりお選びいただけます） 

・スパ（プール、温泉、フィットネスジム）のご利用 

・ホテル館内のレストランやショップ（一部除く）、ルームサービスなどはもちろんイベン      

トへの参加でもご利用いただける 1万円分のホテルクレジット※1泊1室につき1万円分

【12/31（日）ご宿泊者様のみ】 

・年越し蕎麦をお部屋へお届け（21：00～23：30の30分間隔） 

・おせち朝食 ※洋朝食、ルームサービス朝食はお選びいただけません 

■URL   ： https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?lang=ja-

JP&hi_id=47&smp_id=502 

 

■お正月イベント概要  

ご予約・お問い合せ03-3943-1140（9：00～20：00） 

ニューイヤーコンサート＆ディナー 

■期間     ：2018年1月1日（月）～1月2日（火） 

■会場 ：ホテル1F ボールルームまたはウィステリアルーム 

■時間   ：受付 17：00～、食事17：30～20：00、コンサート 18：30～ 

※ボールルームが満席になり次第、ホテル 1Fウィステリア 

 ルームへのご案内となります。あらかじめご了承ください。 

    （食事18：00～20：30、コンサート 19：15～） 

■料金   ：大人13,000円、小学生5,700円、幼児（3歳～） 2,600円 ※消費税、サービス料込 

      ※株主優待券をご利用される場合はお電話にてご予約ください。 

■メニュー  ：和洋ブッフェ、フリードリンク（ビール・ワイン・焼酎・ウイスキー、ソフトドリンク） 

       特設コーナーで写真撮影 

※お写真は 1組につき1枚プレゼント 

■URL   ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/105991472ce6fdc.html 

 

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/5959913e91b3011.html
https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?lang=ja-JP&hi_id=47&smp_id=502
https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?lang=ja-JP&hi_id=47&smp_id=502
https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/105991472ce6fdc.html


～お楽しみ袋～『HAPPY Bag!』 

ご予約・お問い合わせ：悠 YU,THE SPA   03-3943-4785（10：00～21：30） 

■販売期間  ：2017年12月31日（日）～2018年1月8日（月） 

■料金    ：12,000円～ ※消費税込 ※数量限定 

■内容    ：ボディやフェイシャルのケアが、ご自宅でもできるような

ケアアイテムを、驚きのプライスでお楽しみ袋に！ 

女性だけでなく、男性向けのアイテムをとりそろえたバッ

グもご用 意しております。  

■URL   ：https://hotel-chinzanso-

tokyo.jp/relaxation/plan/4159817e5f88899.html 

 

 

おせち朝食 

■日程       ：2018年1月1日（月） 

■料金      ：5,500円 

■会場    ：日本料理「みゆき」7:00～10:00 

宴会場 「バンブールーム」8:00～11:00 

 

 

初詣無料参詣バス 

■日程       ：2018年1月1日（月） 

■料金       ：無料 

■時間    ：10:30／13:30 

■場所    ：ホテルエントランスより 

■行先      ：神田明神、湯島天神、浅草寺（お送りのみ） 

 

 

縁日・獅子舞・振る舞い酒など 

■日程       ：2018年1月1日（月）～3日（水） 

■会場    ：プラザ3F、および4F 

 

 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

藤田観光株式会社 ホテル椿山荘東京 マーケティング課 担当：眞田・大野 

TEL. 03-3943-5506（直通）FAX. 03-3943-1172 Email:pressroom@hotel-chinzanso.com 

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/relaxation/plan/4159817e5f88899.html
https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/relaxation/plan/4159817e5f88899.html

