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ホテル椿山荘東京 

 

ホテル椿山荘東京 優雅に過ごすクリスマス情報 

6日間だけのクリスマス限定コースがイタリアン、ビストロ、日本料理で登場！ 

～ クリスマスステイプラン、サンタクロースと記念撮影、クリスマスケーキなど ～ 

 

ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：本村 哲）では、イタリア料理「イル・テアト

ロ」、カジュアルダイニング「ザ・ビストロ」、日本料理「みゆき」の 3 店舗にて 2017 年 12 月

20 日（水）～25 日（月）の期間（一部コース、11 月 15 日（水）～12 月 30 日（土）まで提

供）、聖夜を彩る特別なクリスマスディナーコースをご用意いたします。 

 

 さらに、サンタクロースが客室へうかがいプレゼントとクリスマスケーキをお届けする『サン

タとクリスマスステイ』プランは、お子様へのサプライズとして、またはパートナーのためのロ

マンティックな演出として、記憶に残るクリスマスの体験をお送りします。毎年好評のプランで

すが、特に、クリスマスが週末にかかる本年は、お早目のご予約がおすすめです。 

 

この他、ホテルロビーでのサンタクロースとの記念撮影、ロビーやレストランに美しい歌声が

響き渡る聖歌隊など、ホテルからの様々な演出をご用意します。また、ホテルのような優雅なひ

とときをご自宅でゆっくりと過ごしたい方には、カラフルな仕掛けのあるクリスマスケーキ

『Cadeau de Noël クリスマスの贈り物』をどうぞ。数量限定のため、ご予約はお早目に。 

 

聖なる夜に、大切な人と、心に残る、クリスマスをお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■レストランで特別な 1 日に。極上の『クリスマス ディナーコース』 

イタリア料理「イル・テアトロ」 

『LA FESTIVITA』『LA STELLA COMETA』『NATALE』 

クリスマスの夜にふさわしい 3 つのコースをご用意。『LA FESTIVITA』では、濃厚なオマール

海老のコンソメスープの上品な旨みを含んだ白身魚のラビオリや、ポルチーニの香り豊かなクリ

ームソースが絶妙な鮟鱇のバポーレなどをお楽しみいただけます。『LA STELLA COMETA』や

『NATALE』のメインでは、フレッシュトリュフをテーブルでシェービングする優雅な演出とと

もに近江牛フィレ肉とフォアグラをご堪能いただけます。大切な方との時間をより華やかに、一

皿一皿工夫を凝らした特別な料理をお楽しみください。 

 

カジュアルダイニング「ザ・ビストロ」 

『セイヤノキラメキ』『サンタクロース キュイジーヌ』『ノエル』 

心ときめく色鮮やかな 3 つのコースをご用意。ズワイ蟹や鱈など冬の旬食材とフォアグラ、ト

リュフなど聖夜にふさわしいコースに仕立てました。『サンタクロース キュイジーヌ』では、

爽やかな香りと濃厚な旨みのアメリケーヌソースで楽しむ舌平目やオマール海老をご堪能いただ

けます。『ノエル』では、ふっくらジューシーに仕上げた牛フィレ肉とフォアグラをトリュフ入

りマッシュポテトとともにどうぞ。クリスマス気分を盛り上げる色鮮やかな見た目もお楽しみ

に！  

 

日本料理「みゆき」 

『鉄板焼カウンター特別コース～聖樹～』 

一品一品を目の前で焼き上げご提供する、クリスマス限定の

華やかな鉄板焼コースをご用意します。クリスマスならではの

食材七面鳥や旬の雲子をご賞味いただいた後は、伊勢海老雲丹

柚庵焼きや黒毛和牛サーロインとテンダーロインの食べ比べも

お楽しみいただきます。和の匠の技を随所に加えてクリスマス

を表現した華やかかつ雅なメニューをご堪能いただけます。日

本の風雅を感じられる空間で、一味違ったディナータイムをお

過ごしください。 

 

 

■全 30 室限定！『サンタとクリスマスステイ』プラン 

クリスマスに、ご家族や大切な方と記憶に残る 1 日をお過ごしいただけますよう、サンタの訪

問＆クリスマスケーキをセットにした朝食付きのステイプランをご用意しました。事前にプレゼ

ントを当ホテルにお預けいただき、ご宿泊の日にお子様やパートナーにサンタクロースからその

プレゼントをサプライズでお渡しします。お子様の驚きやとびきりの笑顔が特別なクリスマスを

演出。奥様への感謝の気持ちや、思いを伝える機会にもおすすめです。さらに、パティシエ特製

のクリスマスケーキをお部屋にご用意します。都会の喧噪を離れ、至福のひとときをお過ごしい

ただけます。 

 また、ホテルロビーでは、12 月 23 日（土）～25 日（月）限定で、サンタクロースがやってき

て一緒に記念撮影ができます。ホテルステイの素敵な思い出にどなたでもご参加いただけますの

で是非、お越しください。 

 

 

 

 

 



■「イル・テアトロ」「ザ・ビストロ」「みゆき」クリスマスのメニュー 概要 

ご予約・お問い合わせ 03-3943-5489（9：00～20：00） 

 

イタリア料理「イル・テアトロ」『LA FESTIVITA～ラ フェスティヴィタ～』 

『LA STELLA COMETA～ラ ステッラ コメータ～』『NATALE～ナターレ～』 

■期間    ：2017 年 12 月 20 日（水）～25 日（月） 

※『LA FESTIVITA～ラ フェスティヴィタ～』のみ 

11 月 15 日（水）～12 月 30 日（土）まで提供 

■時間    ：17:30～L.O.20:30 

■料金    ：『LA FESTIVITA～ラ フェスティヴィタ～』 19,000 円 

『LA STELLA COMETA～ラ ステッラ コメータ～』 24,000 円 

『NATALE～ナターレ～』 30,000 円 

        ※消費税込・サービス料別 

■URL    ： 

『LA FESTIVIT～ラ フェスティヴィタ～』 

https://hotel-chinzanso-

tokyo.jp/cms/front_hct/hotel_restaurant_plan_detail/preview/chinzansotokyo/chinzansotokyo/4359b8d47af1b56 

『LA STELLA COMETA～ラ ステッラ コメータ～』『NATALE～ナターレ～』 

https://hotel-chinzanso-

tokyo.jp/cms/front_hct/hotel_restaurant_plan_detail/preview/chinzansotokyo/chinzansotokyo/1159b7b00225582 

 

カジュアルダイニング「ザ・ビストロ」『セイヤノキラメキ～Saint Nicolas～』 

『サンタクロース・キュイジーヌ～Santa Claus Cuisine～』『ノエル～Noel～』  

■期間    ：2017 年 12 月 20 日（水）～25 日（月） 

※『セイヤノキラメキ～Saint Nicolas～』のみ 

11 月 15 日（水）～12 月 30 日（土）まで提供 

■時間    ：11：30～L.O.22:00 

■料金    ：『セイヤノキラメキ～Saint Nicolas～』 6,900 円 

『サンタクロース キュイジーヌ～Santa Claus Cuisine～』  9,800 円 

『ノエル～Noel～』 12,000 円 

※消費税込・サービス料別 

■URL  ： 

『セイヤノキラメキ～Saint Nicolas～』 

https://hotel-chinzanso-

tokyo.jp/cms/front_hct/hotel_restaurant_plan_detail/preview/chinzansotokyo/chinzansotokyo/

7659ba3f610e127 

『サンタクロース キュイジーヌ～Santa Claus Cuisine～』『ノエル～Noel～』 

https://hotel-chinzanso-

tokyo.jp/cms/front_hct/hotel_restaurant_plan_detail/preview/chinzansotokyo/chinzansotokyo/4059

b8db970cbec 

 

日本料理「みゆき」『鉄板焼カウンター特別コース～聖樹～』    

■期間    ：2017 年 12 月 20 日（水）～25 日（月） 

■時間    ：17：30～L.O.21:00 

■料金    ：20,000 円 ※消費税込・サービス料別 

■URL     ：https://hotel-chinzanso-

tokyo.jp/cms/front_hct/hotel_restaurant_plan_detail/preview/chinzansotokyo/chinzansotokyo/2659ba4f9acf848 
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■クリスマスステイプラン  概要 

『サンタとクリスマスステイ』プラン  ご予約・お問い合わせ 03-3943-0996（9：00～20：00） 

■期間    ：2017 年 12 月 22 日（金）～25 日（月） 全 30室限定 

■料金    ：プライムスーペリア(45 ㎡) 

＜2 名 1 室ご利用時＞ シティビュー  お一人様 26,000 円～ 

＜2 名 1 室ご利用時＞ ガーデンビュー お一人様 29,500 円～ 

※消費税・サービス料込、東京都宿泊税別 

※3 日前まで要予約 

  ※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    ：①お部屋へ、サンタクロースが訪問。 

事前にお預かりしたプレゼントをお届けします。 

②パティシエ特製のクリスマスケーキをお部屋にご用意。 

③レストランでの和食、洋食、またはルームサービスの 3 つのスタイルから 

選べるご朝食付き。 

■URL        ：https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-

kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?lang=ja-JP&hi_id=47&smp_id=517 

 

■ホテルで過ごすクリスマスのひととき。 

『聖歌隊から美しい歌声を』 

■期間    ：2017 年 12 月 23 日（土）～25 日（月） 

■時間    ：18:30 頃～ 

■場所    ：ホテルロビー、レストラン（一部） 

■内容    ：ホテルロビーやレストラン（一部）を聖歌隊が巡り、 

クリスマスキャロルをお届けいたします。透き通った歌声が響き渡ります。 

 

『サンタクロースと記念撮影』 

■期間    ：2017 年 12 月 23 日（土）～25 日（月） 

■時間    ：1 回目 11:30～13:00、2 回目 14:30～16:00 

■場所    ：ホテルロビー 

■内容    ：サンタクロースがホテルロビーにやってきます。一緒に記念撮影をどうぞ。 

 

■優雅なクリスマスをご自宅でも。クリスマスケーキ 概要 

クリスマスケーキ『Cadeau de Noël クリスマスの贈り物』 

ご予約・お問い合わせ：03-3943-7613（8：00～21：00） 

■ご予約期間 ：2017 年 11 月 14 日（火）～12 月 18 日（月） 

■店頭引渡し ：2017 年 12 月 19 日（火）～12 月 25 日（月） 

■料金    ：5,500 円 ※消費税込 ※数量限定 

■内容    ： 

赤（苺）・緑（ピスタチオ）・白（プレーン）・茶（ココア）の

4 種のスポンジをなめらかなクリームと重ね合わせた色鮮やかなショートケーキ。 

ケーキをカットした時に思わず笑みがこぼれる楽しいひとときを、ぜひご家族皆様でご一緒に。  

■ＵＲＬ   ：https://hotel-chinzanso-

tokyo.jp/cms/front_hct/hotel_goods_detail/preview/chinzansotokyo/chinzansotokyo/8159ba5af6

4e616 
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■クリスマスディナーショー 

ご予約・お問い合わせ 03-3943-1140（9：00～20：00） 

 

『つるの剛士 Christmas Dinner Show2017』      

パワフルなハスキーボイスで唄いあげる名曲の数々。 

つるの剛士が熱くお贈りするクリスマスの一夜をご堪能ください。 

  

■期間 ：2017 年 12 月 11 日（月） 

■時間       ：開場 18：30～、食事 19：00～、ショー20：30～ 

■料金       ：お一人様 23,000 円  

■URL        ：https://hotel-chinzanso-

tokyo.jp/event/plan/2459924d8e54d91.html 

 

 

『新妻聖子 Christmas Dinner Show2017』 

聖なる夜に魅了される、唯一無二の美しい歌声に酔いしれて。 

 

■期間    ：2017 年 12 月 14 日（木） 

■時間    ：開場 18：30～、食事 19：00～、ショー20：30～ 

■料金    ：お一人様 26,000 円  

■URL        ：https://hotel-chinzanso-

tokyo.jp/event/plan/1159924f00c3823.html 

 

 

『華原朋美 Christmas Dinner Show2017』 

洗練された歌声が奏でる幻想的なプレミアムな夜。 

大切な人と過ごす特別なひとときを。 

 

■期間    ：2017 年 12 月 20 日（水） 

■時間    ：開場 18：30～、食事 19：00～、ショー20：30～ 

■料金    ：お一人様 32,000 円 

■URL     ： https://hotel-chinzanso-

tokyo.jp/event/plan/1159924b8f024ce.html 

 

 

ディナーショーに関する備考 

※料金にはショーチャージ、食事、フリードリンク、サービス料、消費税が含まれます。 

※未就学のお子様のご入場はご遠慮いただいております。 

※ショー中の撮影・録画・録音は固くお断りいたします。 

 

 

 

 

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：内田・眞田 

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