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ホテル椿山荘東京 

愛犬も極上ベッドでリラックス 

シーリードッグベッドをご用意した「愛犬と一緒に過ごす贅沢ステイ」を 
4月 12日より提供開始 

～愛犬と一緒に庭園を眺めながらシャンパンのフリーフローを楽しむ 1日限定イベントも開催！～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：山下 信典）は、大切なご家族である愛犬に、世界 60

カ国以上で愛用され、常に最高の寝心地を追い求め続けるベッドマットレスブランド 「シーリー」の

ドッグベッドをご用意した「愛犬と一緒に過ごす贅沢ステイ」を 2021 年 4 月 12 日（月）より提供いた

します。また、2021 年 5 月 8 日（土）の 1 日限定で、愛犬と一緒にシャンパンのフリーフローを楽し

む 1 日限定イベント「シャンパンガーデン WITH MY DOG」を開催いたします。 

 

◇プライベートドッグパークを持つペットフレンドリーなホテルで過ごす贅沢ステイ 

ホテル椿山荘東京は、先駆けとも言える 1992 年より、愛犬と

一緒の宿泊を提供しているペットフレンドリーなホテルです。

今年 4 月より規約を改定し、体重 10 ㎏までの愛犬もしくは愛猫

と宿泊ができ、室内ではケージ外で楽しくお過ごしいただける

ようになりました。ホテル内には貸切可能なプライベートドッ

グパークがあり、ご宿泊時にご利用いただけます。また、ホテ

ルの近郊には、愛犬とお散歩ができる公園もあり、コンシェル

ジュにてお散歩ルートをご案内しておりますので、室内、屋外

と、愛犬とともにリフレッシュタイムをお楽しみいただけます。 

 

 また、より贅沢に愛犬とのお部屋時間をお過ごしいただくべ

く、当ホテルの客室で採用しているベッドマットレスブランド

「シーリー」のドッグベッドをご用意した宿泊プラン「愛犬と

一緒に過ごす贅沢ステイ」を期間限定で提供いたします。朝

食、夕食をお部屋にご用意いたしますので、大切なご家族であ

るペットと片時も離れないホテルステイを満喫いただけます。 

 

◇愛犬と庭園を望みながら優雅なひとときを楽しむ 1 日限定イベントを開催！ 

 そして、毎年ご好評いただいているシャンパンのフリーフローを楽しむイベント「シャンパンガーデ

ン」にて、愛犬と一緒にお楽しみいただける 1 日限定イベント「シャンパンガーデン WITH MY 

DOG」を開催いたします。新緑の美しい庭園を愛犬と楽しむ、優雅なひとときをご提供いたします。 



 

■期間  ：2021 年 4 月 12 日（月）～6 月 30 日（水） 
■料金  ：プライムスーペリア シティビュー（45 ㎡） 

お一人様 43,500 円～（1 室 2 名様ご利用時） 

プライムスーペリア ガーデンビュー（45 ㎡） 

お一人様 47,000 円～（1 室 2 名様ご利用時） 

※消費税・サービス料込 

※ペットのご滞在料金がご宿泊代金に含まれております。 

※2021 年 9 月 30 日まで宿泊税は課税されません。 

■内容  ：①【お食事】ルームサービスでの夕・朝食 

ご夕食：前菜 3種盛り合わせ、ミネストローネ、旬魚のポアレと国産牛フィレ肉の 

ステーキ、クレームブリュレ、グラスの赤ワイン（ノンアルコールに変更可） 

ご朝食：洋食または和食 

②シーリードッグベッドのお貸出し         

③プライベートドッグパークのご利用（1 時間） 

※ペットのお食事はご持参ください。 

※その他ペット用アメニティについてはご宿泊日前日までに宿泊予約にて承ります。 

※デラックス、スイートのご予約もお電話で承っております。 

 

＜シーリードッグベッド Lux Premium （Mサイズ）＞ 

サイズ：W90×D70×H18 

愛犬寝姿勢を最適にサポートするために、整形外科的研究から導き出されたゾーニ

ング構造。マットレス素材には温度調節機能がある「ジェル」や臭いの吸収効果の

ある「炭」などを使用し安心と快適さを実現しました。 

 

■ご予約・お問い合せ：03-3943-0996（宿泊予約 9:00～20:00） 

■URL  ：https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1218&hi_id=47&lang=ja-JP  

 

＜シーリーとは＞ 

米国シェア No.1、世界の一流ホテルに選ばれているシーリーのマットレス。シーリーは、心地よい眠りをつ

ねに科学的な視点から見つめてきました。独自の快眠テクノロジー、そしてホテルのスイートルームのよう

なラグジュアリー感で、最高の寝心地のマットレスをお届けします。 

ホテル椿山荘東京の客室のベッドはすべてシーリーです。 

 

 

 

■日時  ：2021 年 5 月 8 日（土）17:00～19:30 

          ※事前 WEB 決済予約制（前日 18:00 まで） 

                   ※入店時間 17:00／17:30 

※お席は 2 時間制 

■料金  ：お一人様 14,000 円（消費税・サービス料込） 

■会場  ：ホテル棟 5 階空中庭園「セレニティ・ガーデン」 

■内容  ：①4 種シャンパンのフリーフロー（90 分間） 

・テタンジェ ブリュットレゼルヴ 

・ポル ロジェ ブリュット レゼルヴ 

・ボランジェ スペシャルキュベ 

・ジョセフ ペリエ キュベ ロイヤルブリュット 

※他ビール、ワイン、各種カクテル、ノンアルコールドリンク 

②オードブルプレート 

■お問い合せ   ：03-3943-1140（イベント予約 10:00～19:00） 

■URL  ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/champagnegardeningreen2021/ 

 

※ご宿泊付き「シャンパンガーデン WITH MY DOG」ステイ（ご朝食付き）もご用意しております。 

（URL：https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1217&hi_id=47&lang=ja-JP ） 

※条件を満たす犬のみ、ご一緒に参加いただけます。詳しくはホームページをご確認ください。 

「シャンパンガーデン WITH MY DOG」 概要 

「愛犬と一緒に過ごす贅沢ステイ」 概要 

https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1218&hi_id=47&lang=ja-JP
https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/champagnegardeningreen2021/
https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1217&hi_id=47&lang=ja-JP


 

 

＜ペット用アメニティ＞ 

・ペットサークル･キャットハウス 

・ペットシート 

・餌皿の手配 

・ウェットティッシュ* 

・排泄物入れ* 

・排泄物シート･猫砂 

・粘着ローラー* 

 

*リクエストに応じてお部屋までお届けいたします。 

 

＜プライベートドッグパーク＞ 

愛犬とご宿泊のお客様にご利用いただける、ホテル棟 5 階セレニティ

ガーデン内の、完全プライベートなドッグパークです。 

約 40 ㎡のこの施設は、足洗い場や遊具を備えております。 

事前予約は承っておりませんので利用規約をご確認いただき、ご宿泊

日当日にコンシェルジュまでご利用希望の旨をお申し付けください。 

 

 

＜ペットお預かりのご案内＞ 

1. ペットシッター料金 

外部のペットシッターをご手配することができます。 

ご宿泊部屋にてペットシッターがお預かりいたします。 

1 時間あたり(消費税込み) 

※お散歩などのご希望がございましたら、ご用命ください。 

※お食事の間のご利用は 3 時間程をおすすめしております。 

※客室にペットをおいての外出は、館内レストランご利用時のみ可能です（2時間半以内）。 

それ以外のご利用でペットのみをお部屋に残しての外出はできません。 

 

2.ペットお預かり・美容料金 

ペットショップにてお預かりいたします。 

※営業時間外のお預かり、お引渡しは 1 時間 4,400 円追加でかかります。 

※犬種に問わず同料金です。 

 

※1. 2.のキャンセル料・延長料 

当日キャンセルの場合はキャンセル料として全額申し受けます。 

また、ペットシッターの当日の延長につきましては、当日受付のご料金が追加されます。 

※内容は変更になる場合があります。予めご了承ください。 

 

 

 

 

 10:00-20:00 20:00-23:00 23:00-10:00 

当日受付 6,600 円 7,700 円 9,900 円 

前日までの受付 4,400 円 5,500 円 6,600 円 

 一時預かり 

(営業時間内 10:00-20:00) 
宿泊料金(1 泊あたり) 美容料金 

当日受付 13,200 円(当日手配) 15,400 円(当日手配) ご相談くださいませ。 

前日までの受付 11,000 円 13,200 円 ご相談くださいませ。 

その他、ペットと宿泊時にご利用いただけるサービス 



 

 

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。 

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 マーケティング部門 

担当：小田、園部 

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 

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。 

ホテル椿山荘東京とは 

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

