
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
藤田観光株式会社（本社：東京 代表取締役社長：末澤 和政）は、運営する8箇所の施設にて、桜のシーズンに

合わせたお得なプランの販売やイベントを開催いたします。 
 

いよいよお花見シーズンがはじまります。ご家族、ご友人の皆様と一緒に今年のお花見をのんびりとお過ごしい
ただきたいと、各種ホテルにてお花見をさらに楽しむお勧めプランをご用意いたしました。 

 
約 20 種 90 本の桜が咲き誇るホテル椿山荘東京では、毎年好評のお花見ブッフェに加え、個室でお食事をお楽し

みいただくプランを販売いたします。太閤園ではテラスで春の風を感じながらのランチプランをご用意。それぞれ、
春の食材をふんだんに使ったオリジナルメニューをご堪能ください。また、箱根ユネッサンではお風呂でお花見気分
を味わえる「さくら観賞風呂」などご家族でお花見をお楽しみいただけます。 

《藤田観光グループ 2013 年お花見プラン一覧》 

 
◆◆新宿ワシントンホテル（東京都新宿区西新宿 3-2-9/（代表）03-3343-3111）◆◆ 

お花見デートの後は、ロマンチックな夜景ダイニングのディナーをお楽しみください。 

グリル＆ダイニング「マンハッタン・テーブル」桜ディナーコース 

期間： 2013 年 04 月 30 日(火)まで 

時間： 17:30～23:00(ラストオーダー22:30) 

料金： お一人様  6,500 円（税・サービス料込） 

内容： 
桜色の食前酒で乾杯！春の訪れを感じさせる色鮮や

かな料理が並びます。 

URL： http://www.manhattan-table.com/menu/course.html 

 

 
◆◆横浜桜木町ワシントンホテル（神奈川県横浜市中区桜木町 1-101-1/（予約）045-221-0489）◆◆ 

◆◆横浜伊勢佐木町ワシントンホテル（神奈川県横浜市中区長者町 5-53/（予約）045-221-0489）◆◆ 

春の横浜ベイエリアでは、元町公園、大岡川プロムナード、港の見える丘公園、山下公園、汽車道など、桜の見所

がいっぱい！春の横浜観光を満喫できる 1 日乗車券付きのお得なプランです。 

横浜乗り放題「みなとぶらりチケット 1 日乗車券付き」宿泊プラン 

期間： 2013 年 06 月 30 日（日）まで 

料金： 
横浜桜木町ワシントンホテル ¥5,400 ～ ¥26,700 （税サ込み） 

横浜伊勢佐木町ワシントンホテル ¥4,700 ～ ¥24,200 （税サ込み） 

内容： 市バス・市営地下鉄 1 日乗車券付き。チェックアウトも 11：00 まで延長無料。 

URL：（桜木町） http://washington-hotels.jp/yokohama/sakuragicho/stay/stayplan/55.html 

URL：（伊勢佐木町） http://washington-hotels.jp/yokohama/isezakicho/stay/stayplan/36.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  桜満開まであとわずか！ 

藤田観光グループ 桜を愛でるプラン続々販売 

ホテルでのんびりとお花見をお楽しみください 

NEWS RELEASE 
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◆◆ホテル椿山荘東京 （東京都文京区関口 2-10-8/（代表）03-3943-1111）◆◆ 

お花見とお食事を楽しんでいただくプランやお子様の卒業・入学祝いにぴったりのプランをご用意。 

メインダイニング「イル・テアトロ」 さくらの季節のディナー"チリエージョ" 

期間： 2013 年 4 月 7 日（日）まで 

時間： 17：30～ラストオーダー21：00 

料金： お一人様 16,000 円 （税込み、サービス料別） 

内容： 春キャベツなど旬食材や贅沢な牛フィレ肉を使った桜期間限定ディナー。 

URL： http://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/20130313_000364.html 

 

日本料理「みゆき」 『日本料理みゆきお勧め会席』  ～夜桜会席 ～ 

期間： 2013 年 4 月 7 日（日）まで 

時間： 17：30～ラストオーダー21：00 

料金： お一人様 16,000 円 （税込み、サービス料別） 

内容： 料理の中にも季節を…料理長 押尾正明による桜期間限定の本格会席。 

URL： http://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/20130301_000414.html 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆◆太閤園（大阪府大阪市都島区網島町 9-10/（予約）06-6353-1111） ◆◆ 

淀川邸「紹鴎の間」のテラスで優雅なランチタイムを。 

テラスランチ 春いぶき 

期間：  4 月 30 日（火）まで 

時間： 12:00～15:00 平日昼限定 

料金： 3,800 円(席料・税金・サービス料込) 

内容： 
庭園を見渡す開放的なテラス席にて、淀川邸のお料理をお楽しみくだ

さい。 

URL： http://www.taiko-en.com/restaurant/restplan/235125d34a436a3.html 

レストラン「ル・ジャルダン」 【完全ご予約制】Evening Cute Tea （さくら） 

期間： 通年（※1 日 20 名様限定。ご利用日の 3 日前 18 時までにご予約下さい。） 

時間： 18：00～ラストオーダー.20：00 

料金： お一人様 2,800 円 （税込み、サービス料別） 

内容： 
スイーツやフィンガーフードなどを 3 段のスタンドにのせ、イブニングティー 

プランとして可愛くご提供します。 

URL： http://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/20130307_000453.html 

メインダイニング「イル・テアトロ」 ～お子様の門出のお祝いに～ ご入園・ご入学プラン 

期間： 2013 年 4 月 30 日（火）まで 

時間： ランチ 12：00～ ラストオーダー14：30 / ディナー 17：30～ ラストオーダー20：30 

料金： お一人様 10,000 円 （税込み、サービス料別） 

内容： 乾杯のお飲み物、スナップ記念写真、個室料をサービス。小学校ご入学のお子様までキッズセットが無料。 

URL： http://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/20130309_000458.html 
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◆◆京都国際ホテル（京都府京都市中京区堀川通二条城前/（代表）075-222-1111）◆◆ 

春を彩る多彩なメニューをご家族、友人で楽しみください。 

春らんまん桜バイキング 

期間： ランチ 2013 年 4 月 10 日（水）まで / ディナー 2013 年 4 月 7 日（日）まで （ともに除外日あり） 

時間： ランチ  12：00～13：30/ ディナー 18：30～20：30 

料金： ランチ 大人 2,800 円/子供 1,500 円/幼児 600 円 / ディナー 大人 3,800 円/子供 2,000 円/幼児 800 円 

内容： 春の食材を使った天婦羅や春のちらし寿司、桜のデザートなど和洋中のお料理が食べ放題です！ 

URL： http://www.kyoto-kokusai.com/event/eventplan/8550ed119d132ee.html 

 

◆◆箱根小涌園ユネッサン（神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平 1297/（代表）0460-82-4126）◆◆ 

本物の桜を眺めながら温泉を満喫！春の訪れを温泉で感じられます！ 

 

「さくら観賞風呂」 

期間： 3/20（水・祝）～4/7（日） 

料金： 大人 4,000 円 / 子供 2,000 円 

URL： http://www.yunessun.com/ 

 

 

 

◆◆箱根ホテル小涌園（神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平 1297/（代表）0460-82-4111）◆◆ 

桜を味わうプランや商品のほか、４月１０日（水）～４月２４日（水）までは、３階多目的ギャラリーにて、 

コラボレーション作品展「さくらと恋歌」を開催いたします。 

箱根茶寮 椿山荘 「桜そば」 

期間： 2013 年 4 月 30 日（木）まで 

料金： 2,000 円 

内容： 大正七年に藤田平太郎男爵の別館 として建てられた「国登録有形文化財建造物」で季節のそばを。 

URL： http://www.hakoneho-kowakien.com/restaurant/chinzanso.html 

 

 

 

ラウンジ「アゼリア」 小涌園ロール（春）～さくらロール～ 

期間： 2013 年 4 月上旬まで 

料金： 550 円 

内容： 黄桃と生クリームを使用した、外側はもちもちとした桜の生地のロールケーキです。 

URL： http://www.hakoneho-kowakien.com/restaurant/azalea.html 

【１泊３食付・桜と春の味覚を満喫！デラックスルームに宿泊】桜ステイプラン～しだれ桜を愛でる～ 

期間： 2013 年 4 月 13 日(土)～15（月）・2013 年 4 月 20 日（土）～22 日(月) 

料金： 大人お一人様 25,000 円～ （税・サービス料・入湯税込み） 

内容： 専属スタッフが、桜の名所へとご案内。翌日の昼食は桜を愛でながらテラスの特別席でご堪能ください。 

URL： https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?hi_id=36&lang=ja-JP&smp_id=468 
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取材に関するお問い合わせ 

〒112-8664 東京都文京区関口 2-10-8 

TEL：03-5981-7703 ／ FAX：03-5981-7735 

藤田観光株式会社  広報部 小宮山 誠 ・ 真田 誠二 ・ 北原 靖子 
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