
ヴァーベナのスコーンが登場！「ロクシタン ヴァーベナアフタヌーンティー」 

報道関係各位 

2015 年 5 月 12 日 

ホテル椿山荘東京 

ロビーラウンジ「ル・ジャルダン」全国紙でのアフタヌーンティーランキング 1位を獲得！ 

「ロクシタン ヴァーベナアフタヌーンティー」 

～ロクシタンの世界観をイブニングキュートティー、カクテルでもご堪能～ 

 

ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：本村 哲）のロビーラウンジ「ル・ジャルダン」

では、ロクシタン“シトラスヴァーベナ”シリーズの世界観を表現した「ロクシタン ヴァーベ

ナアフタヌーンティー」をご用意しております。ご好評につき、2015 年 6 月 30 日（火）迄のと

ころ、7 月 20 日（月）迄延長してご提供いたします。 

 

「ロクシタン ヴァーベナアフタヌーンティー」では、ヴァーベナの葉の形をしたスコーンが

登場します。この他、プロヴァンスを思わせるようなラベンダーやフロマージュを用いたスイー

ツもお楽しみいただけます。都内ホテルで初めてアフタヌーンティーを提供したと言われる当ホ

テルのクラシックスタイルの 3 段のアフタヌーンティーは、伝統の進化と驚きが楽しめ、女性達

に根強い人気です。本年 4 月からの販売開始早々に多数のメディアでご紹介いただき、全国紙で

のアフタヌーンティーランキング 1 位を獲得するなど高評価をいただいています。 

また、これに合わせ、ロクシタンの世界観をご堪能いただける「イブニングキュートティー」

や、「カクテル」もお届けしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ロクシタン ヴァーベナキュートティー」 「ロクシタン プロヴァンスカクテル」 



 

■ ヴァーベナの葉の形のスコーンが登場！「ロクシタン ヴァーベナアフタヌーンティー」 

ヴァーベナは、レモンを思わせる清涼感あふれる柑橘系の香りが魅力的なハーブです。今回は、

ロクシタンでも夏季限定で登場する人気の「シトラスヴァーベナ」シリーズをイメージした爽や

かなティータイムを、ご用意しました。味はもちろん、初夏にふさわしいフレッシュな香りも存

分にお楽しみいただけるよう、ヴァーベナの葉の形のスコーンが登場します。さらに、見た目に

も涼やかでさっぱりとした味わいが特長のヴァーベナのジェリーをはじめ、南仏を感じられるよ

うな新しく繊細なスイーツをお召し上がりいただけます。 

ご利用いただいたお客様に、数量限定でシトラスヴァーベナシリーズのボディローション ミニ

ボトルをプレゼントいたします。緑が眩しい初夏の季節に、アフタヌーンティーとともに優雅な

ひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか。 

さらにロクシタンやプロヴァンスのエッセンスをゆったりとご堪能いただけるよう、アフタヌ

ーンティーやカクテルご優待をセットにした宿泊プラン「ロクシタン シトラスヴァーベナ レ

ディスステイ」もご用意しています。 

 

■1 日 20 食限定！「ロクシタン ヴァーベナキュートティー」 

ロクシタンの世界観をさらにご堪能いただくため、1 日 20 食限定で 18 時からご利用いただけ

る「ロクシタン ヴァーベナキュートティー」をお楽しみいただけます。キュートティーとは、

日中は難しいけれど、3 段のティースタンドで優雅なティータイムを楽しみたい方のために、ホ

テル椿山荘東京が、ご提供するイブニングタイムのティープランです。 

ヴァーベナフレーバーのサブレに、ロクシタンのハンドクリームをイメージしたチューブが二

つセットされています。チューブに入った、優雅な香りのローズのクリームや、口当たり爽やか

なラズベリーのソースをサブレに付けてお召し上がりいただけます。サクサクとしたサブレの触

感と、上品な甘さのソースのマリアージュをご堪能いただけます。 

 

■「ロクシタン プロヴァンスカクテル」 

 南仏プロヴァンス発のロクシタンの世界観を表現したカクテルを 3 種ご用意しました。なかで

もお勧めは、ソープ型のローズアイスがマティーニに浮かぶ可愛らしいカクテル「ローズソープ 

in マティーニ」です。まるでミルクバスに浸かっているかのようなローズアイスのサクサクとし

た食感を、カクテルと共にお召し上がりいただけます。ローズの華やかな香りが心地よい、新し

いカクテルです。さらに、自家製のヴァーベナシロップと柑橘の香りが好相性の「ヴァーベナモ

ヒート」や、南仏の自然を思わせる黄金色の空に紫の月が浮かぶ「ラベンダームーン」もご用意

しています。 

 

 

■ロクシタンの世界観を満喫するプラン 概要 

 

「ロクシタン ヴァーベナアフタヌーンティー」 ご予約・お問合せ 03-3943-0920（9：30～22：00） 

■期間    ：～2015 年 7 月 20 日（月）※ご好評につき 2015 年 6 月 30 日（火）から延長 

■時間    ：12：00～L.O.18：00 

  ※ご予約は平日のみ承っております。 

  ※数量限定でシトラスヴァーベナシリーズのボディローション ミニボトルを 

プレゼント 

■レストラン ：ロビーラウンジ「ル･ジャルダン」 

■料金    ：お 1 人様 3,800 円 ※消費税込・サービス料別途 

 

 

■メニュー  ：・“シトラスヴァーベナ”ジェリー 



・南仏の香り ラベンダー＆ハニーのシブースト 

・フロマージュとマンダリンのガトー 

・ハーブとパンプルムースのマカロン 

・スコーン 3 種（ヴァーベナ、プレーン、オレンジ） 

・ハーブの香る蚕豆とクリームチーズのオープンサンド 

・ブラックオリーブとセサミロールのパフペストリー 

・ポークパストラミとブロッコリースプラウト オープンスタイル 

・ツナと卵のサンド 

※紅茶は、約 20 種類の茶葉からお取替え、おかわりを自由にお楽しみいただけ 

ます。 

※仕入れ状況等により内容が変更になる場合がございます。 

 

『ロクシタン ヴァーベナキュートティー』 ご予約・お問合せ 03-3943-0920（9：30～22：00） 

■期間    ：～2015 年 7 月 20 日（月）※ご好評につき、2015 年 6 月 30 日（火）から延長 

■時間    ：18：00～L.O.20：00 

  ※1 日 20 食限定です。お早めにご予約ください。 

  ※数量限定でシトラスヴァーベナシリーズのボディローション ミニボトルを 

プレゼント 

■レストラン ：ロビーラウンジ「ル･ジャルダン」 

■料金    ：お 1 人様 3,000 円 ※消費税込・サービス料別途 

■メニュー  ：・“シトラスヴァーベナ”ジェリー 

・ローズ・ヴァニラ・ゼスティレモンのギモーヴ 

・ヴァーベナサブレ＆アーモンドダッコワーズ ローズクリームとラズベリー 

ソースを添えて 

・ラベンダー＆ハニーのシブースト 

・フロマージュとマンダリンのガトー 

・ハーブとパンプルムースのマカロン 

・ハーブの香る蚕豆とクリームチーズのオープンサンド 

・ブラックオリーブとセサミロールのパフペストリー 

・ポークパストラミとブロッコリースプラウト オープンスタイル 

ツナと卵のサンド 

※紅茶は、約 20 種類の茶葉からお取替え、おかわり自由にお楽しみいただけま 

す。 

※仕入れ状況等により内容が変更になる場合がございます。 

 

「ロクシタン プロヴァンスカクテル」 ご予約・お問合せ 03-3943-1111（18：00～24：00） 

■期間    ：～2015 年 7 月 20 日（月）※ご好評につき、2015 年 6 月 30 日（火）から延長 

■時間    ：18：00～L.O.24：00 

  ※数量限定でシトラスヴァーベナシリーズのボディローション（50ml）を 

プレゼント 

■レストラン ：メインバー「ル・マーキー」 

■料金    ：各 2,000 円 ※消費税込・サービス料別途 

■メニュー  ：ヴァーベナモヒート、ラベンダームーン、ローズソープ in マティーニ 

※仕入れ状況等により内容が変更になる場合がございます 

 

「ロクシタン シトラスヴァーベナ レディスステイ」 ご予約・お問合せ 03-3943-0996（9：00～20：00） 

リニューアルしたフロアでは、国内ホテル初の常設バスアメニティとして、ロクシタンの夏季限定の

「シトラスヴァーベナ」シリーズを皆様にご愛用いただいております。その「シトラスヴァーベナ」



シリーズの香りを、スタンダードフロアご利用のお客様にもお楽しみいただくため、「ロクシタン シ

トラスヴァーベナアフタヌーンティー」（ボディローションのお土産つき）がセットになったステイプ

ランをご用意いたしました。 

■期間  ：～2015 年 6 月 30 日（火） 

■料金  ：スーペリアルーム（45 ㎡） 

シティビュー 1 室 2 名様ご利用 お一人様 20,700 円 

ガーデンビュー 1 室 2 名様ご利用 お一人様 24,200 円 

※金・日・祝日はお一人様 2,000 円増し、土・休前日お一人様 10,000 円増しです。 

※「シトラスヴァーベナ」のバスアメニティが常設のプライムルームへは、 

お一人様あたりプラス 2,000 円でお泊りいただけます。 

※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。 

※プランは変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 

■内容  ：①45 ㎡の スーペリアルーム にご宿泊 

       都心のパノラマが広がるシティビューと、きらめく新緑のグリーンをお楽しみ 

  いただけるガーデンビューとお選びいただけます。 

②ロビーラウンジ「ル・ジャルダン」での 

           ロクシタンの世界観を表現したスペシャルアフタヌーンティー付き 

③ロクシタン ハンドクリーム（10ml）プレゼント 

       インバッグ用に、またはオフィスでのお手入れにちょうどいいハンドクリーム 

を、お一人様に１つずつプレゼントいたします。 

        ※こちらはシトラスヴァーベナの香りではございません。 

④ご朝食付き 

レストランでの洋食・和食 または、ルームサービスからお選びいただけます 

⑤メインバー「ル・マーキー」50％OFF チケットプレゼント 

 

 

 

 

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：山本・眞田 

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


