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世界一の遭遇率！ホテル庭園の全天に広がるオーロラを再現 

都会のオアシスに出現する冬の新たな“光の絶景スポット” 

「森のオーロラ」を 11月 11日より公開 

～7つの季節の絶景が完成。「森のオーロラ」の公開を記念した各種プランも登場～ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：山下 信典）では、70周年を迎える 2022年に向けて、2020年よ

り 3カ年計画でさまざまな景色を提供する「庭園プロジェクト」を行ってまいりました。 

11 月 11日（木）からは、冬の風物詩として「森のオーロラ」が登場。これにより、当ホテルならではの 7つ

の季節の絶景が完成します。約 2 年にわたり、新型コロナウイルスによって窮屈な思いをされている皆さまに、

また海外旅行が難しいこの冬に、癒しの景色をお届けすべく、オーロラの再現に挑戦いたします。 

 

◇7つの顔を持つ当ホテルの庭園に、夜空を彩る新たな“光の絶景スポット”が誕生！ 

 さながら森のような庭園は、東京とは思えないオアシスのような場所です。「椿」「桜」「新緑」「蛍」「涼

夏・深緑」「秋」「冬」の 7つの季節のうつろいと絶景をお楽しみいただけます。今回新たにお披露目するのは、

「冬」の風物詩として夜空を彩る「森のオーロラ」で、地形を活かし庭園全天に光が広がる演出です。また、光

量の異なる光を組み合わせ、6 方向から 6 層に重なる光を組み合わせることによって、オーロラの持つ複数の色

のグラデーションの演出に挑みます。 

 

◇閉園後の庭園でオーロラを堪能できるステイプランなど、公開を記念した各種プランが登場！  

 東京雲海とオーロラの絶景を体験できる庭園演出「森のオーロラ」の公開を記念して、さまざまなプランをご

用意。「オーロラステイプラン」は、1日 6組限定で閉園後の 23時以降に庭園にご案内し、オーロラの絶景を独

り占めしているかのような気分になれる特別なプランです。また、オーロラをイメージした彩りのシャンパンカ

クテルと、幻想的なオーロラカラークリームのデザートがついた「オーロライブニングハイティー」を期間限定

で提供いたします。同じく期間限定の販売となる「メレンゲシャンティ～オーロラ～」をホテルショップにてご

購入いただけます。オーロラの美しい景色とともに、各種プランで特別なホテル時間をお過ごしください。 

 

特設サイト：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/page/aurora/ 

  

 

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/page/aurora/


 

 

◆POINT 1：6方 6層の光の組み合わせで、全天に広がるオーロラの再現に挑戦 

 オーロラベルトの下に位置するカナダの「イエローナイフ」では、斜めからオーロラを見るのではなく、頭上

に広がる空一体にオーロラが出現します。ホテル椿山荘東京の木や建築物に囲まれた庭園の地形を活かし、幽翠

池から見上げると全天に光が広がる空間を創り絶景に包まれる没入感を創ります。また、光量の異なる光を組み

合わせ、6 方向から 6 層に重なる光を組み合わせることによって、オーロラの持つ複数の色のグラデーションの

演出に挑みます。 

 

 

◆POINT 2：レーザーの光を柔らかくし、自然のオーロラに近づける 

 東京雲海のミストとレーザーの光を活用し、再現します。レーザーはシャープで指向性が高い点が特徴ですが、

ぼかす度数の強い特殊なレンズのうち、複数の度数を組み合わせてレーザーに装着することにより、異なるぼか

し具合の柔らかな光を創り出します。 

 

◆POINT 3：立体音響システムにより、より幻想的で没入感のある空間に 

 聴くための音ではなく、目で見ている景色への没入をサポートするために立体音響システムを活用します。庭

園には 16ch・32台のスピーカーが池を囲むように設置されています。水がはじけたり、風がそよいだり、オーロ

ラの光が揺れ動いたり、星が移動したり、そんな自然界で発生すると思われる音をイメージして仕上げられたサ

ウンドアートが、時に、オーロラの色や動きの変化とシンクロします。気づかない間に、見ている景色との一体

感を感じていただくことを目指します。 

 

◆POINT 4：世界一の遭遇率 

 オーロラの好遭遇率を誇るカナダの「イエローナイフ」では、3泊して 93～95％の確率でオーロラの絶景に出

会うことができると言われています。東京雲海のミストと光を用い、毎日出現する東京のオーロラをお楽しみく

ださい。 

 

 

※気象条件により、見え方が異なります。その点もお楽しみください。 

 

 

 

■期間  ：2021年 11月 11日（木）～ 2022年 2月 7日（月） 

■出現時間 ：19:00 / 19:30 / 20:00 / 20:30 / 21:00 / 21:30 / 22:00（1日 7回 約 5分） 

   ※閉園後のオーロラを楽しむステイプランでは、23:15にもご覧いただけます。 

■出現エリア ：庭園内 幽翠池エリア 

■見どころ ：幽翠池から、空を見上げるようにオーロラの演出をご覧ください。 

 

「森のオーロラ」概要 

「森のオーロラ」の 4つのポイント 



 

◇7つの季節すべて自然による癒しを感じられ、自分に戻れる場所。 

季節 1： 椿 

南北朝時代には既に椿が自生する景勝地で、「つば

きやま」と呼ばれていたという記載があるように椿

が美しいことから「椿山荘庭園」に。自然の椿約 100

種 2300 本と、空間演出によってアートとしてお楽

しみいただける椿をご堪能いただけます。 

 

季節 2： 桜 

2 月初旬から咲き始める河津さくらなどの早咲きの

桜から、枝垂れ桜など 4月中旬まで庭園を彩る約 20

種 100本の桜。うす桜色の「東京雲海」と、昼も夜

も春色の庭園でお迎えします。また、神田川沿いの

約 2kmに渡るソメイヨシノも絶景です。 

 

季節 3： 新緑 

若草色が煌めく新緑の季節には、庭園のすべての植

物が息を吹き返すように芽吹き始めます。紫陽花や

かきつばた、つつじなど春の花のほか、夜には三重

塔の裏手の椿の群生林エリアに幻想的な竹籠灯り

が灯ります。 

 

季節 4： 蛍 

初夏の風物詩として、約 70 年に渡りお客様にお楽

しみいただいている「蛍」。蛍の出現エリア、東京雲

海の出現エリア、そして竹籠灯りの灯るエリアと庭

園全体の散策が心地よい季節です。 

 

季節 5： 涼夏・深緑 

目白通り沿いのアスファルトと、椿山荘庭園内の木

陰とでは、約 10～15度も気温差があり、木陰の多い

庭園内は都会の避暑地としてお過ごしいだけます。

通常期より 20％増量した東京雲海「涼雲海」や聴覚

でも涼を感じられる風鈴の演出も登場します。 

季節 6： 秋 

東京の紅葉は少し遅めで全体が色づくのは 11 月下

旬からですが、木々が徐々に赤みを帯びていく様も

また美しいです。自然由来の香りをお楽しみいただ

ける「香る、東京雲海」も外が心地よいこの季節の

お楽しみです。 

季節 7： 冬 

11月中旬頃からが見頃といわれるオーロラが、東京

の夜空にも出現します。ホリデーシーズンの新たな

楽しみ方も加わり、クリスマスのライトアップとと

もに華やかな季節を館内・庭園でお過ごしいただけ

ます。 

NEW！ 
NEW！ 

ホテル椿山荘東京の 7つの季節と絶景 



「プライベートオーロラナイト」 

閉園後の庭園にご招待し、オーロラの絶景を独り占めしているような気分になれる 1 日 6 組限定のステイプラン。静

けさ漂う暗闇に、白い雲海と白い息。ホットドリンク片手にオーロラ観賞を。東京とは思えない、冬の、煌めく、体験

をどうぞご堪能ください。 

■期間 ：2021年 11月 11日（木）～ 2022年 2月 7日（月） 

※除外日：2021年 12月 17日（金）～ 25日（土）、2021年 12月 30日（木）～ 2022年 1月 5日（水） 

※ご予約開始：2021年 11月 1日（月）12:00～ 

■料金 ：①ビューバススーペリア（45㎡）*キングベッドタイプ 

1室 2名様ご利用 55,700円～ 

②プライムデラックスガーデンスイート（83㎡）*キングベッドタイプ 

1室 2名様ご利用 108,200円～ 

③ビューバススイート（93㎡）*ツインベッドタイプ 

1室 2名様ご利用 149,200円～ 

※①～③ともに消費税・サービス料込、宿泊税別 

■内容 ：・閉園後の庭園へご招待（23:10～23:30） 

・ホットドリンクのご用意 

・ホテルオリジナルタンブラーのプレゼント 

・洋食・和食から選べる朝食（レストラン） 

＜②③のプラン限定特典＞ 

・お一人様 5,000円の≪ホテルクレジット≫付き 

※館内のレストランやルームサービスでのディナー、ランチなど 

のお食事、スパ施設内のトリートメント、ショップなどでご自 

由にお使いいただけます。 

≪ホテルクレジットについて≫ 

ホテルクレジットを客室料金、税金などの代金お支払いにご利用することはできません。また未使用分の 

クレジットの返済、現金への交換は受け付けておりませんのでチェックアウトまでのご使用をお願いしま 

す。お一人様 5,000円分を超過したご利用につきましてはチェックアウト時にご精算いただきます。 

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-0996（9:00～20:00） 

 

「雲海スイーツ＆ステイ」 ～森のオーロラを見上げて～ 

チェックイン後、人気の雲海スイーツを森のオーロラ風にアレンジした「メレンゲシャンティ ～オーロラ～」と紅茶

をお部屋へお届け。ゆったりとしたティータイムとともに、日中の東京雲海と夕暮れから夜景に移り変わる景色を楽し

んだあとは、庭園で“森のオーロラ”を見上げるひとときをご体験いただけます。寛ぎと幻想のご滞在をお楽しみくだ

さい。 

■期間 ：2021年 11月 11日（木）～ 2022年 2月 7日（月） 

※除外日：2021年 12月 17日（金）～ 25日（土）、2021年 12月 30日（木）～ 2022年 1月 5日（水） 

※ご予約開始：2021年 11月 1日（月）12:00～ 

■料金 ：①プライムスーペリア シティ/ガーデンビュー（45㎡） 

 1室 2名様ご利用 49,500円～ 

②プライムデラックス シティ/ガーデンビュー（55㎡～） 

 1室 2名様ご利用 60,900円～ 

③プライムエグゼクティブスイート シティ/ガーデンビュー（60㎡） 

 1室 2名様ご利用 71,100円～ 

※その他スイートルームもご用意しております。 

※①～③ともに消費税・サービス料込、宿泊税別 

■内容 ：・「メレンゲシャンティ ～オーロラ～」と紅茶をお部屋へお届け（15：00～18：00/ご人数分） 

・洋食・和食から選べる朝食（レストラン） 

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-0996（9:00～20:00） 

 

各種プラン概要 



「オーロライブニングハイティー」 

三段のオードブルスタンド、ローストビーフ、デザートのついた人気のイブニングハイティー。ウエルカムドリンクは、

オーロラをイメージした彩りのシャンパンカクテルをご用意。人気のローストビーフや、フィンガーフードの後には、

幻想的なオーロラカラークリームのデザート“メレンゲシャンティ ～オーロラ～”を召し上がっていただきます。お

食事の後には、庭園に出て「森のオーロラ」の庭園演出をお楽しみください。 

■期間 ：2021年 11月 11日（木）～ 2022年 2月 7日（月） 

※12月 17日（金）～ 26日（日）は、フリーフロー付きプランのみご提供いたします。 

■時間 ：18:00～L.O.20:00 

■料金 ：①オーロライブニングハイティー 5,060円 

②フリーフロー付きオーロライブニングハイティー 11,000円 

  ※消費税込み・サービス料別途 

■内容 ：オーロラシャンパンカクテル 

  三段のオードブルスタンド（以下はメニュー一例） 

   ・クラムチャウダーのコロッケ トマトソース 

    クラムチャウダーをクリームコロッケにし、相性の良い 

トマトソースを合わせました。 

   ・キングサーモンのマリネのオープンサンド 

    カナダで愛される食材のキングサーモンをマリネし、薄くスライスしたものをパンに重ね、 

    紫玉ねぎとディル入りのサワークリームを添えました。 

  シェフ特製ローストビーフ（グレイビーソース・レフォール・ハーブソルト） 

  メレンゲシャンティ ～オーロラ～ 

  コーヒーまたは紅茶 

②はフリーフロー90分制付き（シャンパン、赤白ワイン、ビール、ソフトドリンク） 

※国内外の状況により、内容が変更になる場合がございます。 

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-0920（10:00～21;00） 

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

 

「メレンゲシャンティ ～オーロラ～」 

幻想的なオーロラカラーのクリームを作り、この期間限定のメレンゲシャンティをご用意。雲のような愛らしい形のメ

レンゲシャンティの、ピスタチオ香るオーロラカラークリームのふわふわ食感をお楽しみください。オーロラと同じよ

うに、クリームの色は白やグリーンなどひとつひとつ色合いが異なり、どのような色が登場するかはお楽しみです。 

■期間 ：2021年 11月 11日（木）～ 2022年 2月 7日（月） 

■料金 ：650円 

※消費税込み 

■店舗 ：ホテルショップ「セレクションズ」 

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-7613（10:00～18:00） 

■URL ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/shop/recommend/tokyounkaisweet_aurora/ 

 

 

 

 

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 

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/aurorahightea/
https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/shop/recommend/tokyounkaisweet_aurora/


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：眞田、武村 

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：森川、藁科、馬場 

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:hotel-chinzanso-tokyo@scramble.jp

