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今年のクリスマスはホテル椿山荘東京で想い出に残る特別なひとときを 

サンタクロースに会える!?クリスマス限定ステイプラン＆イベント 

～お家クリスマスを華やかに楽しむクリスマスホームパーティー講座も開催～ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル椿山荘東京（東京都文京区・統括総支配人：山下 信典）は、2020 年 12 月 19 日（土）、20 日

（日）、24 日（木）、25 日（金）の 4 日間限定で、サンタクロースと会える、クリスマスシーズンならで

はのステイプランや館内イベントを提供いたします。 

そして、2020 年 12 月 19 日（土）～12 月 25 日（金）の期間、イタリア料理「イル・テアトロ」とカ

ジュアルダイニング「ザ・ビストロ」では、聖なる夜を祝う、この時期限定のクリスマスコースをお楽

しみいただけます。 

また、11 月 27 日（金）1 日限定で、ご自宅でクリスマスパーティーを開く際に活用できるアレンジ

メントを作成するワークショップ体験や、ホテルシェフから安全に配慮した個々盛りのクリスマスパー

ティー料理の作り方を学ぶことができる「大人の優雅なクリスマスホームパーティー講座＆ランチ」を

開催いたします。 

 

毎年好評いただいているステイプラン「サンタとクリスマスステイ」では、お部屋でお召し上がりい

ただくクリスマスケーキや、事前にお預かりしたプレゼントをサンタクロースの手からお子様にお渡し

するサプライズを行っております。今年は、新型コロナウイルス感染症対策の観点から、密室を避ける

ために、お客様さまにサンタクロースのお部屋（ホテル内チャペル）までお越しいただき、プレゼント

のお渡しと写真撮影をさせていただきます。 

 

大切な人と過ごすクリスマスを、ホテル椿山荘東京ならではのおもてなしで、いつまでも想い出に残

る特別なひとときに演出いたします。 

 

 

◇サンタクロースに会えるサプライズ付きのクリスマスステイプラン 

2020 年 12 月 19 日（土）、20 日（日）、24 日（木）、25 日（金）の 4 日

間、1 日 15 室限定で、ご家族や大切な方との記憶に残るクリスマスを演出

する、特別なステイプラン「サンタとクリスマスステイ」を提供します。 

 

サンタクロースとのグリーティングと、お部屋でお楽しみいただけるクリ

スマスケーキをセットにしたご朝食付きのステイプラン。 

事前にお預かりしたプレゼントを、サンタクロースからお子様にお渡しい

クリスマス特別ステイプラン＆イベント 



たします。今年は、ホテル内のチャペルを貸し切り、広々とした空間でサンタクロースとのお時間をお

楽しみいただきます。 

 

「サンタとクリスマスステイ」 

■期間：2020 年 12 月 19 日（土）、20 日（日）、24 日（木）、25 日（金）※1 日 15 室限定 

■料金：お一人様 23,900 円～（1 室 2 名様ご利用時） 

※消費税・サービス料込、東京都宿泊税は別途 

■内容：①洋食・和食から選べるご朝食 

②サンタクロースのお部屋(ホテル内チャペル)を訪問＆写真撮影 

（事前にプレゼントをお預かりします） 

③お部屋にケーキをご用意 

■URL： 

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

kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1148&hi_id=47&lang=ja-JP 

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-0996（9：00-20：00） 

 

 

◇サンタクロースと記念撮影 

サンタクロースがホテルロビーにやって来て、クリスマスツリーをバックに一緒に写真を撮ることがで

きます。10 年以上続く毎年恒例イベントでクリスマスの思い出に残る一枚を撮影いただけます。 

 

■期間：2020 年 12 月 19 日（土）、20 日（日）、24 日（木）、25 日（金） 

■時間：11：30～13：00、14：30～16：00 

■場所：ホテルロビー 

■料金：1,500 円（消費税、サービス料込み） 

■URL: https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/santaclaus_photoplan2020/ 

■ご予約・お問い合わせ：上記サイトより予約  ※事前予約制、予約組数完売次第終了 

■ご予約受付開始：2020 年 11 月 24 日（火）12：00～ 

 

 

◇Happy Holidays フォトキャンペーン 

ホテル椿山荘東京で撮影された、幸せ溢れるホリデーシーズンの写真・動画を募集中。クリスマスデコ

レーション、冬のお食事、紅葉景色など、優雅な想い出をシェアしていただき、特に素敵な投稿をして

くださった方には、ホテルのご宿泊招待券などをご用意しております。 

※撮影場所は問いません（ホテル椿山荘東京以外の場所も可） 

 

 ＜キャンペーン参加方法＞ 

① ホテル椿山荘東京 公式インスタグラムアカウントをフォロー 

② ＃ホリデー_hct  @hotelchinzansotokyo_official とともに投稿 

■期間：2020 年 11 月 1 日（日）～ 12 月 31 日（木） 

■URL：https://hotel-chinzanso-tokyo.ownly.jp/story/4190 

 

 

 

◇「イル・テアトロ」（イタリア料理） 

最上級コースの「NATALE ～ナターレ～」では、 

前菜は、彩り豊かに盛り付けられたノルウェー産のサーモンと鮑を、 

爽やかな酸味の効いたヨーグルトとリコッタチーズのソースとともに。 

カカオの香るパスタとじっくりと煮込んだジューシーな鴨肉のラグーソ

ースで楽しむ一品や、天然平目やオマール海老、帆立貝などの海の幸を

詰め込んだ魚料理も魅力。メインは佐賀牛フィレ肉のグリリアータに目

の前でフレッシュトリュフをスライスいたします。 
「イル・テアトロ」NATALE～ナターレ～  

特別なクリスマスを彩るスペシャルコース 

https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1148&hi_id=47&lang=ja-JP
https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1148&hi_id=47&lang=ja-JP
https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/santaclaus_photoplan2020/
https://hotel-chinzanso-tokyo.ownly.jp/story/4190


また、クリスマス限定ランチコースも登場。 

ヴェネツィアングラスのシャンデリア煌く優雅な空間でのお食事を、ホテル館内のクリスマス装飾とと

もに優雅なひとときをお楽しみください。 

 

＜ディナーコース＞ 

■期間：2020 年 12 月 19 日（土）～2020 年 12 月 25 日（金） 

■料金：①NATALE ～ナターレ～      25,000 円 

②LA STELLA COMETA ～ラ ステッラ コメータ～ 20,000 円 

※消費税・サービス料別 

※メニュー詳細は、下記URL をご覧ください。 

■URL：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/ilteatro_christmas2020/ 

 

＜ランチコース＞ 

■期間：2020 年 12 月 1 日（火）～2020 年 12 月 25 日（金） 

■料金：Suoni di Natale ～クリスマスの音色～ 6,500 円 

    ※事前予約制 

※消費税・サービス料別 

※メニュー詳細は、下記URL をご覧ください。 

■URL：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/ilteatro_christmaslunch2020/ 

 

◇「ザ・ビストロ」（カジュアルダイニング） 

「NOEL～ノエル～」のコースでは、オマールコンソメゼリーとカリフラワ

ークリームとともにお楽しみいただく、キャビアを添えた帆立貝のカルパッ

チョをはじめ、旨味がぎゅっとつまったクラムチャウダーや、オマール海老

を使用したグラタン、メインの牛フィレ肉はロッシーニスタイルでお楽しみ

いただけます。栗と茸のフリカッセ、トリュフソースの香りが引き立つ逸品

です。 

 

■期間：2020 年 12 月 19 日（土）～2020 年 12 月 25 日（金） 

■料金： NOEL～ノエル～ 10,000 円 

※消費税・サービス料別 

※メニュー詳細は、下記URL をご覧ください。 

■URL： https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/bistro_christmas2020/ 

 

 

 

◇ご自宅でのクリスマスパーティーを華やかに。プロから学ぶホームパーティー講座 

今年ならではのホームパーティーの楽しみ方やホームパーティーのトレ

ンドが学べるトークショーに加え、ワークショップでは、テーブルを華

やかにするオーナメント作りや実際にテーブルコーディネートの実践も

いたします。そしてホテルシェフが可愛らしいクリスマスミニ前菜の作

り方を実演。クリスマス料理にふさわしい彩りやアレンジのポイントを

レクチャーいたします。 

体験後は、この日だけの特別なランチコースをお楽しみください。 

 

「大人の優雅なクリスマスホームパーティー講座＆ランチ」 

■期間：2020 年 11 月 27 日（金） 

■時間：10：30～14：00（10:00 受付開始） 

■場所：ホテル棟 2F「バンブールーム」 

■料金：大人お一人様 通常料金      12,000 円 

WEB 予約     11,000 円 

ホテル会員様   9,800 円 

「ザ・ビストロ」NOEL～ノエル～  

クリスマスホームパーティー講座＆ランチ 

「イル・テアトロ」 
Suoni di Natale ～クリスマスの音色～ 

 

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/bistro_christmas2020/


※消費税・サービス料込 

※小学生未満のお子様のご参加はご遠慮ください。 

■URL：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/christmas_homeparty/ 

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-1140（9：00-20：00） 

■内容：  

10:00～    受付 

10:30～11:00 一般社団法人 日本ホームパーティー協会会長高橋ひでつう様によるトークショー 

11:00～12:00 ホームパーティー検定認定講師によるワークショップ 

12:00～12:30 ホテルシェフによるクリスマスおもてなしミニ前菜の料理実演 

12:40～14:00 1日限定特別ランチ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ランチコース＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【前菜 】 クリスマスミニ前菜 5 種 

【スープ】 サーモン＆クラムチャウダー 

【肉料理】 トリュフとフォアグラ香るアッシェパルマンティエ 栗と茸のラグーとともに 

【デザート】リンゴのタルトとグラスヴァニーユ 

コーヒー、紅茶 

※仕入れ状況等により内容が変わる場合がございます。 

※スパークリングワイン 1 杯をご用意 

※アルコールを召し上がれない方は、ソフトドリンク（オレンジジュースまたはウーロン茶）をご用意

いたします。 

 

 

 

ホテル椿山荘東京は、都心にありながら、森のような庭園の中に建つホテルです。「世界をもてな

す、日本がある。」をコンセプトに、美しい自然の中で、日本のもてなしの心と、世界基準のサービス

スタンダードをご体感いただける空間や時間をご提供しています。 

 267 室の客室では、第二の我が家のようにお寛ぎいただけるよう充実した機能やアメニティを備え

るだけでなく、都心のパノラマ、またはガーデンビューをご堪能いただけます。そのほか、庭園内や館

内の 9 つのレストラン、自然光を感じられる直営のスパ・トリートメント施設、最大 2,000 名様までご

利用いただける大会場を含む 38 の宴会場、チャペル・神殿、理・美容室、フォトスタジオなどを完備

しています。 

ホテル椿山荘東京とは 

日本ホームパーティー協会会長 

高橋ひでつう様 

ホームパーティー検定認定講師 

干場晴美様 

ホームパーティー検定認定講師 

山田ちい様 



散策できる広大な庭園には、国の有形文化財の三重塔や茶室、史跡があり、また春の桜、きらめく新

緑、初夏の蛍、夏の涼やかな滝のしぶき、紅葉、雪景色の中の椿と、四季の風情が東京にいることを忘 

れさせる特別なひとときをお過ごしいただけます。 

ホテル椿山荘東京は、「フォーブス・トラベルガイド」が発表した格付けの「ホテル部門」・「スパ

部門」では、おかげさまで名だたるホテルが並ぶ 4 つ星を獲得できました。また、特に最高級の施設と

サービスにより、記憶に残る体験を提供するホテルとして認められ「プリファードホテルズ & リゾー

ツ」の「L.V.X. Collection」に加盟いたしております。 

 

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：園部、鈴木 

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

 

 

ホテル椿山荘東京 PR 事務局 

担当：馬場、森川、児玉、重田（おもだ） 

TEL:03-6863-3377 Email: hotel-chinzanso-tokyo@scramble.jp 

 

※ホテル名を記載いただく際は、正式名称の「ホテル椿山荘東京」でお願いいたします。 

mailto:pressroom@hotel-chinzanso.com
mailto:hotel-chinzanso-tokyo@scramble.jp

