
 

 

 

 

 

 

 
 
藤田観光株式会社（本社：東京 代表取締役社長：瀬川 章）は、運営する施設にて、秋の行楽シーズンに楽しめ

るプランの販売やイベントを開催いたします。 
 

暑さもやわらぎ、外出するのに気持ちが良い季節がもうすぐやってきます。藤田観光グループでは、味覚や視覚
など秋の行楽シーズンに楽しめるプランをご用意しております。太閤園では、松茸を堪能できるプランや美術館の鑑
賞券とランチがセットになったプランを販売いたします。ホテル椿山荘東京では、ビールとシャンパンをフリーフロー
で楽しめるプランや料理教室を開催。その他にも箱根や伊東、由布院にて多彩なプランをご用意しております。四季
がある日本ならではの季節を楽しめる美味しいお料理や美しい景色とともに過ごしてはいかがでしょうか。 

 

《藤田観光グループ 2015 年 秋の行楽シーズン満喫プラン一覧》 

◆◆太閤園 （大阪市都島区網島町 9-10/（予約）06-6356-1110 [9：00～19：00]）◆◆ 

■秋の味覚先取りグルメ 網焼き松茸＆ビュッフェ 土日祝限定 

七輪で焼きながらお召し上がりいただく焼き松茸をはじめ、土瓶蒸しや松茸御飯、秋の味覚を使ったビュッフェ料理

をお楽しみ下さい。 

＜お食事＞ 

 網焼き松茸＆きのこ盛合せ（お 1 人様 1 カゴ） 

 和洋ビュッフェ料理 

＜お飲物＞ 

ソフトドリンク飲み放題 

プラス 1,000 円でアルコールも飲み放題（ビール・ワイン・焼酎） 
※グループ大人全員分のご注文をお願いいたします。 

開催期間：2015 年 9 月 5 日（土） ～ 2015 年 10 月 4 日（日） の土日祝 

時間：受付／18:00～ お食事／18:30～20:30 

料金：大人 6,000 円／シニア（65 歳～） 5,500 円／子供（3 歳～小学生） 3,300 円 
※消費税・サービス料込み 

詳細はこちらから http://www.taiko-en.com/event/eventplan/7953cf2383a9a20.html 

 

■藤田美術館観賞券付ランチプラン「ミュージアム」 

太閤園に隣接している藤田美術館では、秋季展として、9 月 12 日（土）から 12 月 6 日（日）まで、「花・Ｈａｎａ・華」と題

して、花をモチーフとした美術品の展示が始まります。この会期に併せて藤田美術館の鑑賞券と太閤園のレストラン

のランチをセットにしたお得なプランをご提供いたします。食欲と芸術の秋を、季節の食材を用いた限定ランチメニュ

ーと花をモチーフにした美術品の鑑賞で満喫してはいかがでしょうか。 

※消費税・サービス料込み 

 

 

 

 

 

 

 

対象施設 料亭 淀川邸 鉄板焼 あみじま Restaurant LUXELÉ 

期間 2015 年 9 月 12 日（土）～12 月 6 日（日）※美術館閉館日は除く 

お 1 人様料金 5,700 円 5,700 円 3,900 円 

コース料理 
会席料理 

（平日限定） 
鉄板焼き 

フランス料理 

（平日限定） 

藤田美術館 「花・Ｈａｎａ・華」 

期間：2015 年 9 月 12（土）～12 月 6 日（日）  

10：00～16：00（閉館は 16：30） 

休館：毎週月曜日と 9/24（木）、10/13（火）、11/24（火）   

※但し 9/21 日、10/12、11/23 の月曜日は開館） 

解説：毎週土曜日（11：00～、14：00～ 約 20 分） 

  藤田観光グループ  

秋の行楽シーズン満喫プラン販売 

 

NEWS RELEASE 
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詳細はこちらから http://www.taiko-en.com/page/museum.html 

 

※写真はイメージです 

http://www.taiko-en.com/page/museum.html


 

 

◆◆ホテル椿山荘東京 （東京都文京区関口 2-10-8/（予約）03-3943-1140 [受付 9：00～20：00]）◆◆ 

 

■シャンパンガーデン＆オクトーバーフェスト 2015 土日祝限定 

現在開催中の「シャンパンガーデン」が大好評につき、9 月週末限定で「シャンパンガーデン＆オクトーバーフェスト」

として再び登場！シャンパン 5 種に加えて、9 月からは、ドイツビールもフリーフローでお好きなだけお楽しみいただ

けます。世界で唯一氷を浮かべて初めて完成するシャンパン「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル」も。 

秋風を感じる、空中庭園「セレニティー・ガーデン」で優雅な大人の時間を心行くまでどうぞ。 

開催期間：2015 年 9 月 5 日（土）～2015 年 9 月 27 日（日）の土日祝 

時間：17：00～20：00 ※来店時間から 90 分間のフリーフロー（お席は 2 時間制） 

料金：お 1 人様 8,500 円※消費税・サービス料込み 

内容：ビールの各種フリーフロー（ドイツビールを中心にご用意いたします） 

     シャンパン 5 種のフリーフロー（モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル／ 

モエ・エ・シャンドン／ローラン・ペリエ／ニコラ・フィアット／マム） 

    ほか、各種カクテル／ノンアルコールドリンク／軽食 

詳細はこちらから http://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/7155cdbf023c338.html 

 

■料亭「錦水」 料理教室 

素材の力を引き出す料理法を伝授。10 月はフルーツトマトとブロッコリー、2 種類の茶碗蒸しなど。12 月は、おせち

料理をテーマに数の子の処理法や酢取り蓮根や叩き牛蒡の作り方などをお教えします。 

【10 月 ブロッコリーとトマトの茶碗蒸し】 

開催日：10 月 15 日（木）／26 日（月） 

【12 月 おせち料理】 

開催日：12 月 10 日（火）／22 日（火） 

時間：受付 11：30～／実演 12：00～／食事 13：00～ 

会場：料亭 錦水「八千代」（各日定員 30 名様） 

料金：7,000 円※消費税・サービス料込み 

料理：特別会席※お客様の実作業はございません。 

 

【（特別レッスン）11 月 重箱作りとおせち料理】 

11 月 10 日（火）、25 日（水）には、白無地の磁器に花柄のシールを貼って絵付けをするオリジナル重箱作りとおせち

料理を学ぶ特別教室がございます。詳しくは、下記 URL をご覧ください。 

http://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/3355e3e2d6bbc33.html 

 

9 月 18 日、歴史をつむぐクラシックスタイルがリニューアル。プライムクラシックルームが登場！ 

貴族や富豪もその品質を称賛し、代々受け継がれるにふさわしいと言われる家具など、古きよきものを大切にした

しつらえが施された「プライムクラシックルーム」。庭園の椿などの葉をモチーフにしたアートワークなども備え、歴史

や伝統、庭園が調和した温かみのある室内で心ゆくまでお寛ぎください。 

■リニューアルステイプラン（全室禁煙） 

プライムクラシックスーペリアルーム （45 ㎡） 

 ・シティビュー  1 室 2 名様ご利用 １室 45,000 円～（通常 72,484 円） 

 ・ガーデンビュー 1 室 2 名様ご利用 1 室 52,000 円～（通常 80,800 円） 

※金・日曜日、祝日、および 11/2（月）、12/24（木）は 1 室 10,000 円増し。 

  土曜日、休前日、および 9/20（日）～9/22（火）、10/11（日）、11/22（日）は 1 室 18,000 円増し。 

※消費税・サービス料込、東京都宿泊税別 
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※11 月特別 レッスンイメージ 

 

※10 月 イメージ 

 

※12 月 イメージ 

 

http://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/7155cdbf023c338.html
http://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/3355e3e2d6bbc33.html


 

 

◆◆箱根ホテル小涌園 （神奈川県足柄下郡箱根町二ノ平 1297/（予約）0460-82-4111 [受付 9：00～20：00]）◆◆ 

 

毎年 11 月中旬より、小涌谷周辺は紅葉が見頃を迎え当ホテルの庭園も、色鮮やかな秋色に染まります。4 月に庭

園内の「蓬莱橋」により直結した蓬莱園も、ヤマモミジ、ノムラモミジなどが見上げるほど高く枝を伸ばし、鮮やかな

赤や黄色に染まります。秋の癒される風景をお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■色浴衣無料レンタル付 伊勢エビ付味覚和会席プラン（夕朝食付） 

伊勢エビのお造りや旬の味覚を使用した和会席を堪能いただけるワンランク上のプランをご用意。 

海の幸「伊勢エビ」、山の幸「松茸」が揃ったお料理をご用意。秋を彩る前菜、松茸の土瓶蒸し、 

山の幸の釜飯など五感で味わう秋の味覚和会席をお楽しみください。 

期間：2016 年 3 月 31 日(木)まで 

料金：大人お 1 人様 16,000 円～（消費税・サービス料込み、入湯税別） 

ご夕食：和会席※予約制 

ご朝食：和洋バイキング または 和定食 

※お食事の内容は季節ごとに変更となります。 

※ご夕食の伊勢エビは半尾となります。写真のお造りは 2 名盛りです。 

※伊勢エビに関しては、入荷状況によって産地が変わる場合がございます。 

※お子様は料理内容が変わります。 

お得な早割りもございます。詳細はこちらから http://www.hakoneho-kowakien.com/news/1121.html 

 

 

■～箱根の大人旅～箱根周遊チケット付き宿泊プラン（夕朝食付） 

芸術の秋到来。季節がら過ごしやすい秋の箱根周遊チケット付プランをご用意いたしました。 

全天候型の温泉テーマパーク・ユネッサンのパスポート 1 日券に加え、箱根ガラスの森美術館の入館券、箱根強羅

公園「箱根クラフトハウス」の入園券付も付いたお得プランです。 

さらに御殿場プレミアム・アウトレットの特典プレゼント付きで魅力盛りだくさんの内容です。 

期間：2015 年 11 月 30 日(月)まで 

料金：大人お 1 人様 16,000 円～（消費税・サービス料込み、入湯税別） 

【ご夕食】和洋中バイキング または 和会席※予約制 

【ご朝食】和洋バイキング または 和定食 

【特  典】 ～箱根周遊チケット～ 

（発行日より 2 日間有効・下記施設をご利用いただけます） 

①ユネッサン＆森の湯パスポート 1 日券 

②箱根ガラスの森美術館 入館券（仙石原） 

③箱根強羅公園「クラフトハウス」入園券（強羅）  

 ※箱根クラフトハウスでの体験料は別料金となります。 

④御殿場プレミアム・アウトレット「クーポンシート」   

※本周遊チケットは箱根ホテル小涌園にてお渡しいたします。 

※クーポンシートは、セール・バーゲン開催時にご利用できない店舗および一部対象外商品もございます。 

詳細はこちらから http://www.hakoneho-kowakien.com/news/1121.html 
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 ◆◆伊東小涌園 （静岡県伊東市広野 2-2-5/（予約）0557-37-4131 [受付 9：00～19：00]）◆◆ 

 

■遅めの夏休みを満喫！カラオケ 2 時間無料＆わいわいセット付きで盛り上がろう（夕朝食付） 

秋の行楽シーズンに遅めの夏休みをとられる方へ、お得なプランをご用意しました。 

期間：2015 年 9 月 30 日（水）まで 

料金：大人お１人様 9,000 円 ～ 14,000 円 （消費税・サービス料込み、入湯税別） 

【3 大特典】 

1. カラオケ BOX2 時間無料 ／2. みんなでワイワイ！お菓子セット付 ／3. 卓球 1 時間無料 

※カラオケ BOX、卓球はご予約状況によりお取りできない場合がございます。 

その場合は、チェックアウトを通常 10 時のところ 11 時に延長サービスいたします。 

【ご夕食】レストラン 17：45 もしくは 19：30 スタートのご予約制 

【ご朝食】レストランで和洋バイキング又は和定食をお楽しみ下さい。 

詳細はこちらから http://www.ito-kowakien.com/stay/stayplan/174.html  

 

 

◆◆由布院 緑涌(りょくゆう)（大分県由布市湯布院町川上1272-88/(予約)0977-28-8877[受付9：30～19：00]）◆◆ 

2014 年 11 月の誕生から 1 周年を迎える「由布院 緑涌（りょくゆう）」。敷地内に点在する全 10 棟の離れすべてに専

用の露天風呂が備わっており、プライベートな空間での滞在をお楽しみいただけます。 

京都をはじめ日本各地で腕を磨いた料理長が贈る、おもてなし料理もご好評をいただいています。 

この秋、「由布院 緑涌(りょくゆう)」ならではの旬の味覚に舌鼓を打ってみてはいかがでしょうか。 

 

■由布院 緑涌 中秋の御献立のご紹介 

1 周年を迎える「由布院 緑涌」、秋のおもてなし料理は、定番の土瓶蒸しや松茸ご飯のほかに、湯布院の工房“うら

けんさんのチーズを使用した、野菜の和フォンデュ”や“豊後牛の炙り”等、緑涌ならではのお品書きが目白押しです。

旬の地素材をふんだんに活かした料理をご堪能ください。 

 

期間：2015 年 9 月 5 日（土）から 2015 年 11 月中旬まで 

料金：1 泊 2 食付 大人お 1 人様 38,880 円～ 

         （消費税・サービス料込み、入湯税別） 

ご夕食：中秋の御献立 

ご朝食：和食膳 

詳細はこちらから http://www.yufuin-ryokuyu.com/cms/news  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

藤田観光株式会社 広報部 

小宮山 誠 ・ 真田 誠二 ・ 北原 靖子  

TEL：03-5981-7703 ／ FAX：03-5981-7735 
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