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PRESS RELEASE        2018年 2月 22日 

株式会社パレスホテル 
 

パレスホテル東京 2018 Spring 

アーティスト・舘鼻則孝氏とのコラボレーション第三弾 

春の訪れを寿
ことほ

ぐ“お花見”をテーマに 

「HANAMI SPRING FESTIVAL -Pink Petals-」開催 
 

開催期間 ： 2018 年 3月 26 日（月）～4月 23日（月） 

・春の季語“かざぐるま”をモチーフに桜を表現するインスタレーション特別展示 

・桜の花びらが舞う期間限定スペシャルスイーツとカクテルを同時販売 

・舘鼻則孝氏が作る「桜色のヒールレスシューズ」がセットになった特別宿泊プラン 

 

パレスホテル東京（本社：東京都千代田区丸の内 1-1-1、総支配人：渡部勝）は、日本の伝統美を世界に

向けて革新的に発信し続けるアーティスト・舘鼻則孝氏とのコラボレーション第三弾として、お花見をテーマ

に、「HANAMI SPRING FESTIVAL -Pink Petals–」を実施いたします。2018年 3月 26日（月）～4月 23日

（月）までの期間、1Fロビーにて、インスタレーション「Pink Petals」の特別展示、また、舘鼻氏のディレクション

によるスペシャルスイーツを「ザ パレス ラウンジ」と「スイーツ＆デリ」にて、カクテルを「ロイヤル バー」と

「ザ パレス ラウンジ」にて期間限定で提供いたします。 

 

「美しい国の、美しい一日がある。」というブランドコンセプトを掲げるパレスホテル東京と、日本が古来  

培ってきた精神性を用い独創的な作品を生み出し続けるアーティストの舘鼻則孝氏は、互いの世界観に  

共鳴することによりコラボレーションが実現。2016 年に、「寝待月  –MOONRISE-」をテーマにした       

アフタヌーンティー＆カクテルを販売。2017 年には、「七夕の祈り –PRAYERS-」をテーマに、インスタ    

レーションの展示やグラススイーツの販売を行い、舘鼻氏の独自の解釈と表現によって生まれた新たな日本

文化の魅力をお楽しみいただきました。 

 

第三弾となる 2018 年は、日本古来の風習であり、春の風物詩ともいえる“お花見”がテーマです。桜に  

彩られる日本の美しい春は、近年では海外からも注目を集めています。舘鼻氏は、春の季語でもある    

“かざぐるま”をモチーフに、桜色の無数のかざぐるまを花びらに見立て、まるで桜の木が風に揺れている  

ようなインスタレーション「Pink Petals」を制作、パレスホテル東京のロビーに展示いたします。また、1Fロビー  

ラウンジ「ザ パレス ラウンジ」及びB1Fペストリーショップ「スイーツ＆デリ」では、舘鼻氏がお花見をテーマ

に監修した期間限定スペシャルスイーツを販売。1F メイン バー「ロイヤル バー」及び「ザ パレス      

ラウンジ」では、期間限定カクテルを販売いたします。さらに、コラボレーションの特別企画として、舘鼻氏の

代表作であるヒールレスシューズのカスタムオーダーができる特別宿泊プランもご提供いたします。 

 

歴史と伝統を継承しながら常に新しい価値を追求し続けるパレスホテル東京と舘鼻則孝氏が贈る    

日本文化の魅力を味わうコラボレーション。可憐な桜の表現の数々と新しいお花見体験をご堪能ください。 

スペシャルスイーツ「●●●●」 

インスタレーション「Prayers」 

スペシャルスイーツ＆カクテル「Pink Petals」 インスタレーション「Pink Petals」イメージ 
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●開催概要 

「HANAMI SPRING FESTIVAL -Pink Petals–」 

春に桜を愛でるお花見は、古くは貴族の文化としてはじまり、江戸時代には、桜の木は神様が宿る神聖な

場所として、その年の豊作を願いながらお供えをするなど、桜を楽しむ場として民衆にも定着したと      

いわれています。今回、お花見をテーマに新作インスタレーションを展示するほか、パレスホテル東京の 

ペストリーシェフとコラボレーションしたスペシャルスイーツや、メイン バー「ロイヤル バー」とコラボ     

レーションしたカクテルを期間限定で販売。また、特別企画として、舘鼻氏の代表作であるヒールレス   

シューズのカスタムオーダー体験がセットになった特別宿泊プランをご提供いたします。 

 

開催名称： HANAMI SPRING FESTIVAL -Pink Petals– 

開催期間： 2018年 3月 26日（月）～4月 23日（月） 

展開内容： インスタレーション展示（1F ロビーほか） 

スイーツ提供（1F ロビーラウンジ「ザ パレス ラウンジ」、B1Fペストリーショップ「スイーツ＆デリ」） 

カクテル提供（1F メイン バー「ロイヤル バー」、1F ロビーラウンジ「ザ パレス ラウンジ」） 

ヒールレスシューズのカスタムオーダー体験付き特別宿泊プラン（1室限定） 

 

 

インスタレーション「Pink Petals」 

パレスホテル東京 1F ロビーに、桜色の無数のかざぐるまを花びらに見立てた、

直径 1.2m のインスタレーションが登場。春の季語でもあり、東風を感じさせる

“かざぐるま”をモチーフに舘鼻氏が独自の世界観による桜を表現しました。 

風に揺れるかざぐるまの花々が、和やかなひとときをお届けします。 

 

 

スペシャルスイーツ「Pink Petals」 

桜の花を閉じ込めたピンク色に輝くジュレと桜風味のレアチーズケーキに、桜のアイスクリームと白玉を  

のせ、グリオットチェリーとカシスをアクセントにしたシロップをお好みでかけていただくスイーツ。かざぐるま

を模したチョコレートにゆりねを桜のリキュールで色づけした花びらが舞う、春の訪れを寿ぐにふさわしい 

華やかな逸品です。「スイーツ＆デリ」では、ドーナッツ型のミニスイーツとして販売いたします。 

 

提供場所 ： 1F ロビーラウンジ「ザ パレス ラウンジ」 

提供期間 ： 2018年 3月 26日（月）～4月 23日（月） 

提供期間 ： 10：00～23：00（L.O.） 

メニュー／料金 ： 「Pink Petals」スペシャルスイーツ 1,600円 

              ／スイーツ＆カクテルセット 3,300円 

（消費税・サービス料別） 

お問合せ・ご予約 ： 03-3211-5309 

 

提供場所 ： B1F ペストリーショップ「スイーツ＆デリ」 

提供期間 ： 2018年 3月 26日（月）～4月 23日（月） 

提供期間 ： 10：00～20：00 

メニュー／料金 ： 「Pink Petals」ミニスイーツ  

900円（消費税別） 

お問合せ・ご予約 ： 03-3211-5315 
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カクテル「Pink Petals」 

やわらかな桜色に満ちたカクテルは、マスカットを彷彿とさせる華やかなエルダー 

フラワーリキュールをベースに、シトロンウォッカ、グレープフルーツをシェイクした

柑橘系の味わい。輝くロゼワインと美しい二層を描きます。暖かい陽射しの中で、

満開の桜が美しく散る様子を表現しました。春を感じさせる爽やかな味わいを   

ご堪能ください。 

 

提供場所 ： 1F メイン バー「ロイヤル バー」／ 

1F ロビーラウンジ「ザ パレス ラウンジ」 

提供期間 ： 2018年 3月 26日（月）～4月 23日（月） 

料金     ： 2,000円（消費税・サービス料別） 

お問合せ・ご予約 ： 「ロイヤル バー」 03-3211-5318／ 

「ザ パレス ラウンジ」 03-3211-5309 

               

特別宿泊プラン「Pink Petals」 

舘鼻氏の代表作であるヒールレスシューズ。この度、桜色のクリスタルストーンで創られたヒールレス    

シューズのカスタムオーダー体験をセットにした特別宿泊プランを 1室限定にて販売いたします。 

 
提供期間         ： 2018年 3月 26日（月）～4月 23日（月)  

ご予約・お問い合わせ ： 03-3211-5218 

特典： 

舘鼻則孝氏による桜色のクリスタルストーン製ヒールレスシューズ 1 足がセットになった 1 室 

限定の特別プラン。NORITAKA TATEHANA アトリエ（東京・南青山）にて、お客様の足の  

サイズを採寸し、ヒールレスシューズをカスタムオーダーで制作いたします。 

また、「ザ パレス ラウンジ」にて期間限定スペシャルスイーツ＆カクテル「Pink Petals」も   

プレゼント。 

部屋タイプ     ご朝食付き 

エグゼクティブスイート～ （和田倉噴水公園側 75 ㎡） 2 名様 1 室 200万円～ 

 

 

 

●舘鼻 則孝 （たてはな のりたか）プロフィール 

1985 年、東京生まれ。歌舞伎町で銭湯「歌舞伎湯」を営む家系に生まれ鎌倉で

育つ。シュタイナー教育に基づく人形作家である母の影響で幼少期から手でもの

をつくることを覚える。東京藝術大学では染織を専攻し遊女に関する文化研究と 

ともに友禅染を用いた着物や下駄の制作をする。卒業制作であるヒールレス   

シューズは花魁の下駄から着想を得たものである。近年はアーティストとして   

展覧会を開催する他、伝統工芸士との創作活動にも精力的に取り組んでいる。

2016 年 3 月には、仏カルティエ現代美術財団にて人形浄瑠璃文楽の舞台を  

初監督「TATEHANA BUNRAKU 」を公演した。作品は、ニューヨークの       

メトロポリタン美術館など、世界の著名な美術館に永久収蔵されている。 

 

＜パレスホテル東京に関する一般の方からのお問合せ/ご掲載用お問合せ＞ 
パレスホテル東京  

TEL: 03-3211-5211（代表） HP： http://www.palacehoteltokyo.com/ 
最新情報は、公式SNS（Facebook/Instagram）にて発信しております 

 
＜報道関係者からのお問合せ先＞ 

パレスホテル東京PR事務局（株式会社サニーサイドアップ内） 担当：久保薗、清水徹也、杉本 
TEL: 03-6894-3200  FAX: 03-5413-3050  E‐MAIL： palacehoteltokyo@ssu.co.jp 

※上記料金は、2 名様ご利用時の 1泊料金です。（消費税・サービス料・宿泊税別） 

※ご予約は宿泊日の 14日前まで承ります。 

http://www.palacehoteltokyo.com/
https://www.facebook.com/pages/Palace-Hotel-Tokyo/339244972864621
https://www.instagram.com/palacehoteltokyo/

