
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
藤田観光株式会社（本社：東京 代表取締役社長：瀬川 章）は、運営する5箇所の施設にて、お花見にあわせた

各種宿泊プランやレストランメニューのご提供ならびに桜を愛でるイベントを開催いたします。 

 

当社が運営するホテル椿山荘東京は、広大な庭園に庭師が丹精をこめて手入れをした約120本の桜が咲き競い

ます。寒空に咲く河津桜からソメイヨシノ、しだれ桜など品種は約 20種あり、都内で 6週間にわたり様々な桜をお楽

しみいただけるという点で珍しい桜のスポットです。 

そうしたお花見シーズンにあわせ、庭園のライトアップや桜ステイプラン、さらに春野菜や桜色のお料理が並ぶ

「お花見ブッフェ」など様々なイベントを開催いたします。 

 

また、約 130種、350本の桜が有名な大阪造幣局「桜の通り抜け」から徒歩 10分の距離にある大阪・太閤園では、

本年築邸 100年を迎える料亭「淀川邸」にて、桜にちなんだメニューを盛り込んだ会席料理をご用意します。さらに、

蛤、筍など春の食材を使用した「春爛漫 さくらブッフェ」はご家族、ご友人で賑やかにお楽しみいただけます。 

箱根ホテル小涌園では、庭園のしだれ桜開花予定時期に合わせ、夕食・朝食・昼食が付いた贅沢な宿泊プランを

1日4組限定で販売いたします。スタッフによるホテル周辺の桜スポット案内もあり、箱根の春を満喫いただけます。 

 

その他、桜の名所二条城の目の前に位置する京都国際ホテルや、元町公園、汽車道など周辺にスポットが点在

する横浜桜木町ワシントンホテルでも、当季節に合わせたイベントやプランをご用意いたします。 

  

 今年のお花見は親しい方を誘って、くつろぎの時間をお過ごしください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6週間にわたり桜が咲き誇る 「ホテル椿山荘東京」 をはじめ、 

各ホテル・レストランでくつろぎのお花見を 
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《 藤田観光グループ 2014年お花見プラン一覧 》 

★お勧めプラン 1： お花見ブッフェ 

ライトアップに映える庭園の夜桜散策の前に楽しむのがおすすめ。人気のローストビーフやお寿司

に加え、春野菜や桜色の料理が彩りを添える和洋ブッフェです。 

期間： 3月 1日（土）～4月 6日（日） (3月 1日～20日は金土日のみ開催) 

時間： 受付 18：30～ / 19：00～21：00  （ランチタイムのプランもございます）  

料金： 大人 7,600円・シニア（65歳以上）7,400円・小学生 3,100円・幼児（3歳～）2,100円  

（消費税・サービス料込） 

ご予約： 03-3943-1140 （9：00～21：00） 

 

★お勧めプラン 2： 桜ステイプラン 

ライトアップされた夜桜、朝一番の桜の両方をお楽しみいただけます。マカロンもプレゼント。 

期間： 3月 1日（土）～4月 13日（日） 

料金： スーペリアガーデンビュー 22,600円～ ※シティビューは 17,600円～ 

（1泊朝食付き、2名利用時 1名あたり 消費税・サービス料込、宿泊税別） 

ご予約： 03-3943-0996 （9：00～20：00） 

（桜開花予報） 2月下旬～4月上旬 

★お勧めプラン 1： 料亭 淀川邸 「春慶大徳寺-しゅんけいだいとくじー」 

庭園に面した落ち着いたお部屋で、丁寧に仕立てた華やかな料理をお楽しみください。 

期間： 4月 1日（火）～4月 30日（水） 

時間： 12：00～15：00 

料金： 6,200円 （消費税・サービス料込） 

ご予約： 06-6356-1111 （9：00～19：00） 

 

★お勧めプラン 2： 「春爛漫 さくらブッフェ」 

桜海老のパスタや、蛤、筍などを使用した春のブッフェ。国宝「曜変天目茶碗」の展示も

ある藤田美術館の入場券付き。 

期間： 3月 21日（金・祝）～4月 6日（日）及び造幣局の通り抜け期間中 

時間： 受付 11：30～ / 12：00～14：00  （ディナータイムのプランもございます）  

料金： 大人3,800円・シニア（65歳以上）3,500円・子供（3歳～小学生）1,500円 （消費税・サービス料込） 

ご予約： 06-6356-1111 （9：00～19：00） 

（桜開花予報） 3月下旬～4月上旬 

★お勧めプラン 1： 「桜観賞 美食プラン」 

ラウンジアゼリアにてケーキセット・レイトチェックアウト 12：00（通常 11：00）をサービスいたします。 

期間： 4月 6日（日）～4月 25日（金） 

料金： 1泊夕・朝食付 15,500円～ （消費税・サービス料込・入湯税別） 

     （夕食はフランス料理または和会席料理を、朝食は和洋ブッフェまたは和定食よりお選びください。） 

ご予約： 0460-82-4111 （9：00～18：00） 
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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）◆◆ 

桜イベント詳細【 http://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/sakura/ 】 

 

◆◆太閤園（大阪府大阪市都島区網島町 9-10 / （代表）06-6356-1111） ◆◆ 

桜イベント詳細【 http://www.taiko-en.com/event/ 】 

◆◆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）◆◆ 

桜イベント詳細【 http://www.hakoneho-kowakien.com/ 】 

http://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/sakura/
http://www.taiko-en.com/event/
http://www.hakoneho-kowakien.com/


 

 

 
 

★お勧めプラン 2： 「桜の宴 (宿泊プラン)」 

4組 8名様限定、ホテル自慢の料理を存分に堪能いただけるプランです。専属スタッフによる近隣の桜の名所へのご案内

やレイトチェックアウト 12：00（通常 11：00）をサービスいたします。 

期間： 4月 12日（土）～4月 14日（月） 

料金： 1泊夕・朝・昼食付 25,000円～ （消費税・サービス料込・入湯税別） 

   （夕食は当プラン限定のフランスコース料理、朝食は和洋ブッフェまたは和定食、昼食は 

庭園しだれ桜を眺望できるロビーテラスにて「桜の宴懐石弁当」をご用意いたします） 

ご予約： 0460-82-4111 （9：00～18：00） 

（桜開花予報） 4月上旬～4月下旬 

 

★お勧めプラン 1： 「春うらら 桜バイキング」 

庭園のしだれ桜に加え周辺の桜スポットまでスタッフがご案内いたします 

期間： 3月 21日（金・祝）～4月 13日（日） 

時間： ランチ 12：00～13：30 / ディナー18：30～20：30（L.O.20：15） 

料金： ランチ 大人（中学生以上）3,000円・子供（小学生）1,500円・幼児（4～6歳）600円 

ディナー 大人（中学生以上）4,000円・子供（小学生）2,000円・幼児（4～6歳）800円  

（消費税・サービス料込） 

ご予約： 075-222-1111  （10：00～18：00） 

（桜開花予報） 3月下旬～4月上旬 

 

★お勧めプラン 1： 「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」 

横浜ベイエリア内には、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、桜の名所が点在。

春の横浜観光を満喫できる、横浜ベイエリア限定「市バス・市営地下鉄1日乗車券」付き、レイトチェックアウト 11：00（通常

10：00）のお得なプランです。 

期間： 4月 1日（火）～6月 30日（月） 

料金： 桜木町    一室 5,400円～ （消費税・サービス料込） 

     伊勢佐木町 一室 4,700円～ （消費税・サービス料込） 

ご予約：045-221-0489 （24時間受付） 

（桜開花予報） 3月末 
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◆◆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/（代表）045-683-3111）◆◆ 

プラン詳細 【http://washington-hotels.jp/yokohama/sakuragicho/stay/stayplan/55.html】 

 

◆◆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/（代表）045-243-7111）◆◆ 

プラン詳細 【http://washington-hotels.jp/yokohama/isezakicho/stay/stayplan/36.html】 

◆◆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）◆◆ 

桜イベント詳細【http://www.kyoto-kokusai.com/event/eventplan/9052eb55b2556b2.html】 

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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http://www.kyoto-kokusai.com/event/eventplan/9052eb55b2556b2.html

