
  

 

報道関係者各位 
      

深まる冬の限定プラン「Winter Fantasia」 

都会の森にオーロラを再現！「森のオーロラ」＆「イヤーエンドブッフェ」 

11 月 22 日(土)より提供開始 

最高のパフォーマンスで特別な夜を…豪華アーティストによるディナーショーも開催 
 

ホテル椿山荘東京(東京都文京区・総支配人:浦嶋 幸一)では、冬の限定プラン「Winter Fantasia」の一環として、11 月22 日(土)より、

庭園での「森のオーロラ」、および、「イヤーエンドブッフェ」をはじめとした、様々なプランの提供を開始いたします。 
   

 ■ 森の中のオーロラに、心躍るブッフェ…冬を彩る極上イベントが目白押し！             

   
◇ 光が織りなす冬のファンタジー：森のオーロラ  
 

澄み渡るような空気の冬の夜空、ホテル椿山荘東京の庭園には、光の演出を活用した都内初*の試みとして、「森のオーロラ」が出

現します。通常、北欧や北米などの限られた地域でしか見ることのできないオーロラ。ホテル椿山荘東京では、オーロラの美しい青

や緑の光のカーテンを、庭園内の幽翠池(ゆうすいち)周辺で再現いたします。都会の空に浮かび上がる青や緑の光のカーテンと、

それに呼応するような音の演出が作り出す幻想的な光景には、きっと心高鳴るはずです。  *当社調べ 

なお、起伏に富んだ高低差のある庭園内では、光の差込み具合の違いにより、例年11月下旬より12月中旬頃までと長きにわたっ

て紅葉が楽しめます。昼はもちろん、夜はライトアップも予定しております。弁慶橋の横に位置するほたる沢周辺では、日没から霧を

発生させて雲海が広がる深山幽谷の世界を再現。ライトアップの光に照らされた雲海と紅葉が、昼間とはひと味違った光景を作り出

します。さながら森のような広大な庭園内で、時間によって様々に表情を変える紅葉鑑賞も、オーロラとともにお楽しみください。 
  

◇ 今年1年のご褒美に、心躍る美味しいフィナーレ：イヤーエンドブッフェ  
 

11 月 22 日(土)からは、庭園にたゆたうオーロラにインスピレーションを受けた

「イヤーエンドブッフェ」の提供も開始。庭園の夜を彩る「森のオーロラ」を楽しんだ

前後には、まるでオーロラのような色とりどりのブッフェをお楽しみいただけます。 

オーロラにちなみ、北欧の食材であるサーモンやニシンなどを使用したメニュ

ーや、オーロラをイメージした目にも美しいスイーツのほか、タラバ蟹とズワイ蟹

の食べ比べ、目の前でシェフが切り分けるローストビーフなど、ホテルならではの

豪華なメニューをご用意いたしました。ご家族やお仲間と、クリスマスや年末の特

別な機会に、今年1 年の思い出を語らいながら、バラエティ豊かな品々をご堪能ください。 

2014 年10 月23 日 

ホテル椿山荘東京 
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 ◇ オーロラを召し上がれ：レストランの限定メニュー  
 

期間中は、イヤーエンドブッフェのほかにも、幻想的なオーロラをイメージした

様々な品々がホテル内のレストランに登場。例えばロビーラウンジ「ﾙ・ジャルダ

ン」の「ウィンターアフタヌーンティー」にはオーロラの色合いをイメージしたゼリー、

メインバー「ル・マーキー」では、「ウィンターカクテル」として、冬の夜空のオーロラ

をフローズンカクテルで再現した「東雲空」、氷がゆれるたびに表情を変える「オー

ロラ・ロック」、らせん状の模様をグラスに描いた「N°62」、日本料理「みゆき」では、

お吸い物でオーロラを表現したメニューが登場します。そのほかにも、冬の旬の

食材をふんだんに使用し、目にも嬉しい工夫を凝らしたラインナップに仕上がっております。 
    

 ■ 各界のアーティストが魅せる！最高のパフォーマンスをディナーとともに堪能            
  

また、「Winter Fantasia」のもうひとつの注目プランとして、各界のアーティストを招いた「クリスマスディナーショー 2014」を開催い

たします。最高のパフォーマンスを、思い切り贅沢で上質なディナーや、特別ステイプランとともにお楽しみいただけます。大切な

人と過ごす、贅沢な時間をお約束いたします。 
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12 月15 日(月)開催 

Ballet Gents(バレエジェンツ) 

Ballet Gents 座長 宮尾 俊太郎 1st Christmas Dinner Show 2014 
 
日本のトップバレエ団である熊川哲也主宰「 K バレエカンパニー」のトップダンサー・宮尾俊太郎が 

座長を務める、気鋭の若手実力派ダンサー5 人組によるステージ。 

ファン待望の初の本格ステージを、音楽と美食とともにお届けいたします。 

 
12 月15 日(月)開催 

早乙女 太一 

Taichi Saotome Christmas PREMIUM Dinner Show 2014 
 
「100 年に1 人の天才女形」の呼び名も高い早乙女 太一の真骨頂がいち早く楽しめるプレミアムショー。 

円熟味を増し、新たな魅力を秘めた演技が約1 年ぶりに解禁となります。 

その妖しくも美しい舞を、東京では4 年ぶりとなるディナーショーでお楽しみください。 

 
12 月16 日(火)開催 

が～まるちょば 

が～まるちょば Christmas Dinner Show 2014 
 
「Newsweek」日本版「世界が尊敬する日本人100」に選出されたサイレントコメディー・デュオが満を持して登場。 

30 を超える国のフェスティバルにも招待され、言葉や文化を超えたパフォーマンスは、世界中を魅了してきました。 

これまでにない新たな形の、極上のパフォーマンスにご期待ください。 

 
12 月16 日(火)・17 日(水)開催 

TOKU＆ZEEBRA 

TOKU ＆ ZEEBRA JAZZ in the Christmas 2014 PREMIUM  (特別後援：J-WAVE） 
 
日本を代表するアコースティック・ジャズの旗手TOKUと、ヒップホップ界のカリスマ ZEEBRAの、 

ジャンルを超えた2 つの才能が融合。お馴染みのジャズ曲をはじめとしたブラック・ミュージックを、スピード感、 

グルーヴ感あふれるサウンドでニューアレンジ。コラボレーションならではのステージを披露します。 



 

 

 

 

 

 

 

なお、ディナーショーのほかにも、11 月 6 日(木)・7 日(金)には、ハロウィンに続く第二弾の「体験型ストーリーイベント」を開催予定

です。今回のテーマは「ホテルのバーで巻き起こる恋愛ストーリー」、“ホテル椿山荘東京の会員制バー”が舞台という設定のオリジ

ナルストーリーです。参加者のみなさま全員が、物語の主人公となり、物語を進める本イベントの結末は、初めて出逢う参加者同士

の協力プレイ次第。この日のために特別に作られたカクテル・軽食とともに、目の前で起こる予期せぬストーリーをお届けします。 
   

 ■ ホテルスパ業界初！日本骨気の創始者監修「クイック骨気」オプション提供中          
  

ホテル内のスパ・トリートメント「悠 YU, THE SPA」においては、ホテルスパ業

界初となる「骨気(コルギ)」を体験いただける、「クイック骨気」オプションプラン

の提供を、10 月1 日(水)より開始いたしました。 

日本で初めて「骨気」をおこない、日本骨気協会の創始者でもある林幸千代

先生によって開発された本プランでは、短時間ながら、血流を作る骨に刺激を

与えることで血行をよくしたり、それによる小顔効果が期待できるといわれている

「骨気」の真髄を体験いただけます。 

15 分、もしくは 30 分の 2 プランよりお選びいただけますので、ベーシックなフェイシャル、ボディトリートメントと組み合わせて手軽

に体験でき、「骨気」が初めての方にもおすすめです。 
    

 ■ 「第二の我が家」をコンセプトに 3 ヵ年で客室リニューアル、第一弾 新ルーム予約受付開始    
 

このたびホテル椿山荘東京は、「自然豊かな庭との融合による上質なくつ

ろぎが心地よい第二の我が家」、「ここが日本であることを感じられるディテ

ール」をデザインコンセプトに、3年をかけ全260室を一新いたします。デザイ

ン面に留まらず、細かな機能面もより一層の充実を図り、いずれのみなさまに

も、また帰って来たい「第二の我が家」と感じられるような「上質なくつろぎ」を

提供してまいります。 

第一弾のリニューアルルームには、2014年11月15日(土)よりご宿泊いただ

け、2014 年10 月24 日(金)よりご予約の受付を開始いたします。この新ルーム

「プライムスーペリアルーム」には、2014 年12月26日(金)までの期間限定で、リニューアルオープン記念プランにてご宿泊いただ

けます。 

まるでご自宅にいらっしゃるかのようなリラックスした時間と、ホテルならではの上質なくつろぎを、ぜひ生まれ変わった客室でい

ち早くご体感ください。 

 

 

 
    

▼ホテル椿山荘東京 「Winter Fantasia」詳細はこちら 

http://hotel-chinzanso-tokyo.jp/ 
             

 
12 月25 日(木)開催 

氷川 きよし 

氷川きよし クリスマスディナーショー 2014 
 
演歌界の貴公子がデビュー15 周年とクリスマスを彩るスペシャルステージを展開。 

和洋折衷のスペシャルディナーコースとともに、力強い歌声と、心に残るひとときをお楽しみください。 
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 「Winter Fantasia」プラン詳細   
 

・開催期間：2014 年11 月15 日(土)～2014 年12 月28 日(日) 
 

・開催プラン： 
  
森のオーロラ 

[開催期間] 11 月22 日(土)～12 月28 日(日) 
[時間] 18:00～22:40(予定) 
[場所] 庭園内 幽翠池周辺 
※20 分間隔で約5 分間の演出 

※悪天候の日を除き、多少の雨でも催行いたします。    
イヤーエンドブッフェ 

[開催期間] 11 月22 日(土)～12 月28 日(日) 

[受付] 18:30～  [食事] 19:00～21:00 

[料金] 大人￥8,500  小学生￥4,000  幼児(3 歳～)￥2,500 (消費税・サービス料込) 

[メニュー] 料理／和洋中ブッフェ  飲物／フリードリンク(ビール、ワイン、焼酎、ウイスキー、ソフトドリンク) 

※シャンパンや日本酒などは、別料金にてご用意いたします。 

※日によって開催時間が異なる場合がございます。 

※最少催行人数に満たない場合は、開催を取りやめることがございます。 

※仕入れ状況により、メニュー内容が変わる場合がございます。    
クリスマスディナーショー 

●Ballet Gents(バレエ ジェンツ)  Ballet Gents 座長 宮尾 俊太郎 1st Christmas Dinner Show 2014 

[開催日] 12 月15 日(月)  [予約受付] 10 月10 日(金)～ 

[時間] ディナー 18:30  ショー 20:00 

[料金] お1 人様 S席￥30,000  A席￥25,000 

[会場] オリオン(プラザ5F) 

[メニュー] 仏蘭西会席（和洋折衷）  フリードリンク(赤白ワイン、ビール、ウイスキー、焼酎、ソフトドリンク) 

[特別優待宿泊料金] 

スーペリアルーム シティビュー 1 泊ご朝食付 

1 室2 名様ご利用 お 1 人様 ￥17,000～ (1 室1 名様、3 名様でのご利用につきましてはお問い合わせください)    
●早乙女 太一  Taichi Saotome Christmas PREMIUM Dinner Show 2014 

[開催日] 12 月15 日(月)  [予約受付] 9 月16 日(火)～ 

[時間] 昼公演 食事 12:30  ショー 14:00 

 夜公演 食事 19:00  ショー 20:30 

[料金] お1 人様 S席￥33,000  A席￥28,000 

[会場] ボールルーム(ホテル 1F) 

[メニュー] 仏蘭西会席（和洋折衷）  フリードリンク(赤白ワイン、ビール、ウイスキー、焼酎、ソフトドリンク) 

[特別優待宿泊料金] 

スーペリアルーム シティビュー 1 泊ご朝食付 

1 室2 名様ご利用 お 1 人様 ￥17,000～ (1 室1 名様、3 名様でのご利用につきましてはお問い合わせください)    
●が～まるちょば  が～まるちょば Christmas Dinner Show 2014 

[開催日] 12 月16 日(火)  [予約受付] 9 月16 日(火)～ 

[時間] ディナー 19:00  ショー 20:30 

[料金] お1 人様 S席￥28,000  A席￥23,000 

[会場] ボールルーム(ホテル 1F) 

[メニュー] フランス料理 フルコース  フリードリンク(赤白ワイン、ビール、ウイスキー、焼酎、ソフトドリンク) 

[特別優待宿泊料金] 

スーペリアルーム シティビュー 1 泊ご朝食付 

1 室2 名様ご利用 お 1 人様 ￥17,000～ (1 室1 名様、3 名様でのご利用につきましてはお問い合わせください)    
●TOKU & ZEEBRA (特別後援：J-WAVE)  TOKU ＆ ZEEBRA JAZZ in the Christmas 2014 PREMIUM 

[開催日] 12 月16 日(火)・17 日(水)  [予約受付] 9 月16 日(火)～ 

[時間] ディナー 19:00  ショー 20:30 

[料金] お1 人様 S席￥28,000 円  A席￥23,000 

[会場] オリオン(プラザ5F) 

[メニュー] フランス料理 フルコース  フリードリンク(赤白ワイン、ビール、ウイスキー、焼酎、ソフトドリンク) 

[特別優待宿泊料金] 

スーペリアルーム シティビュー 1 泊ご朝食付 

1 室2 名様ご利用 お 1 人様 ￥17,000～ 

(1 室1 名様、3 名様でのご利用につきましてはお問い合わせください)  
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●氷川 きよし  氷川きよし クリスマスディナーショー 2014 

[開催日] 12 月25 日(木)  [予約受付]10 月9 日(木)～ 

[時間] 昼公演  食事 12:30～  ショー 14:00～ 

 夜公演  食事 18:00～  ショー 19:30～ 

[料金] お1 人様 ￥40,000 

[会場] オリオン(プラザ5F) 

[メニュー] 仏蘭西会席(和洋折衷)  フリードリンク(赤白ワイン、ビール、ウイスキー、焼酎、ソフトドリンク) 

[プレミアムシート](前方テーブル席確約、ご宿泊・朝食付) 

1 名1 室 ￥105,000 

2 名1 室 ￥160,000 

3 名1 室 ￥210,000   
※受付は、いずれの公演も開始時間の約30 分前となります。 

※料金はいずれも、料理、飲物、消費税・サービス料込。※宿泊は別途宿泊税がかかります。   
第二弾 体験型ストーリーイベント 

[開催日] 11 月6 日(木)・7 日(金) 全2 回講演 

[時間] 受付 19:00～  開始 19:30～  終了 21:00 頃 

[料金] お1 人様 ￥5,000(参加費、料理、飲物、消費税、サービス料込) 

[会場] ホテル椿山荘東京パーティールーム 

[メニュー] サンドイッチやチキンなどを盛り込んだ軽食、オリジナルカクテル 2 杯 

※食事内容は変更になる可能性がございます。   
林幸千代のクイック骨気(コルギ) 

[営業時間] 10:00～21:30(最終施術終了時間) 

[料金] 15 分 ￥4,200・30 分 ￥8,400 

[場所] 悠 YU, THE SPA   
リニューアル記念プラン 

プライムスーペリアルーム(シティビュー・45 ㎡) 

1～2 名様1 室ご利用時 1 室 ￥45,000～ (消費税・サービス料・宿泊税込) 

※土曜・休前日は、1 室プラス￥5,000 でご宿泊いただけます 

[受付開始] 2014 年10 月24 日(金)～ 

[販売期間] 2014 年11 月15 日(土)～2014 年12 月26 日（金） 

 

 

  

■このリリースに関するお問い合わせや取材、資料をご希望の方は下記までご連絡ください■ 

藤田観光株式会社 

ホテル椿山荘東京 営業企画課 

ＴＥＬ 03-3943-1782（直通） 

ＦＡＸ 03-3943-1172 
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