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PRESS RELEASE 

2021 年 9 月 16 日 

株式会社パレスホテル 
    

パレスホテル東京パレスホテル東京パレスホテル東京パレスホテル東京    A Festive Christmas 2021A Festive Christmas 2021A Festive Christmas 2021A Festive Christmas 2021    

特別な特別な特別な特別な時間時間時間時間を華やかに演出するを華やかに演出するを華やかに演出するを華やかに演出する    

““““クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス限定限定限定限定商品商品商品商品”販売のご案内”販売のご案内”販売のご案内”販売のご案内    
    

    

・・・・クリスマスコース：クリスマスコース：クリスマスコース：クリスマスコース：シェフがシェフがシェフがシェフが特別にご用意する特別にご用意する特別にご用意する特別にご用意する美食コース美食コース美食コース美食コース    

・・・・宿泊プラン：宿泊プラン：宿泊プラン：宿泊プラン：大切な人と思い出に残るホテルステイを大切な人と思い出に残るホテルステイを大切な人と思い出に残るホテルステイを大切な人と思い出に残るホテルステイを    

・スパトリートメント：・スパトリートメント：・スパトリートメント：・スパトリートメント：日本初日本初日本初日本初登場登場登場登場のパールパウダーを使用した贅沢なトータルパッケージのパールパウダーを使用した贅沢なトータルパッケージのパールパウダーを使用した贅沢なトータルパッケージのパールパウダーを使用した贅沢なトータルパッケージ    

    

    

    

    

    

    

 

 

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、2021 年 12 月 18 日(土)

～25 日(土)の期間、特別な時間を華やかに演出する“クリスマス限定商品”を販売いたします。 

フランス料理 エステール では、旬の食材の香りや旨味、それぞれの個性を引き出し、趣向を凝らした   

クリスマスコースをご提供いたします。シェフが厳選した帆立貝を使用した逸品から、栗とカシスをビュッシュ 

ド ノエル風にアレンジしたデザートまで、至福のひとときをお過ごしいただけます。レストランコンセプトであ

る「大地と海の出会いの物語を紡ぐ場所」をご体感ください。 

クリスマス限定の宿泊プランとして、今年はバルコニー付きの客室で過ごすシャンパーニュとクリスマス  

ケーキがセットになったプラン「My Christmas」をご用意いたしました。シャンパーニュとともに、クリスマス  

オーナメントをモチーフにしたケーキ「デコラシオン」をお届けし、大切な人との贅沢でプライベートなクリスマ

スをお過ごしいただけます。東京・丸の内の光溢れる夜景を望む憩いの空間で過ごす一夜は、記憶に残る

こと間違いなしです。 

エビアン スパ 東京では、2021 年 11 月 1 日(月)～12 月 25 日(土)の期間、フランスのスパブランド       

アンヌセモナンの日本初登場の贅沢なトータルパッケージを販売いたします。アミノ酸が豊富に含まれた 

パールパウダーを配合したマスクが含まれたトリートメントで、乾燥しがちな肌に活力と弾力を与え、     

輝く素肌へ導きます。ホリデーシーズンの自分へのご褒美としても、ギフト券として購入し大切な方へのプレ

ゼントとしてもご利用いただけます。 

パレスホテル東京がお届けするクリスマス限定商品で、身も心も豊かになる幸せなホリデーをお過ごし 

ください。 

 

※諸般の事情により、リリースの内容に一部変更が生じる場合がございます。最新情報は公式ウェブサイトをご確認ください。 

 

 

 

クリスマス限定スパトリートメント 
「プレシャス パール エクスペリエンス」   

フランス料理 エステール 

クリスマスディナーコース  
 

クリスマス限定宿泊プラン 
「My Christmas」 
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●●●●クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス限定限定限定限定メニューメニューメニューメニュー    

    

6666FFFF フランス料理フランス料理フランス料理フランス料理    エステールエステールエステールエステール    
    
■提供期間  ： 2021 年 12 月 18 日(土)～25 日(土) 

■営業時間  ： ランチ    11:30～13:30（L.O.） 

     ディナー  17:30～21:00（L.O.） 

■お問い合わせ ： 03-3211-5317 

 

◆ランチコース◆ランチコース◆ランチコース◆ランチコース                                                                        14,250 円／21,780 円 

  旬の食材に敬意を持ちながら、個性を引き出したクリスマス期間特別メニュー 

 

◆ディナーコース◆ディナーコース◆ディナーコース◆ディナーコース                                                                                                    44,770 円 

  厳選した素材を活かし、フランス料理の技法で趣向を凝らした品々で

レストランコンセプトである「大地と海の出会いの物語を紡ぐ場所」を 

ご体感ください。 

  ※2021 年 12 月 18 日（土）～23 日（木）は、33,880 円のコースもございます。 

 

     

 

    

    

    

    

    

    

 
 

6F6F6F6F 鉄板焼鉄板焼鉄板焼鉄板焼    濠濠濠濠    
 

■提供期間  ： 2021 年 12 月 18 日(土)～25 日(土) 

■提供時間  ： ディナーコース  17:30～21:00（L.O.） 

■お問い合わせ ： 03-3211-5322 

    

◆◆◆◆クリスマスディナーコースクリスマスディナーコースクリスマスディナーコースクリスマスディナーコース                                                                                38,720 円    

平貝と雲丹の薄葛仕立て、きんきと蝦夷鮑、メインには黒毛和牛の  

フィレ120gまたはサーロイン140ｇからお選びいただけるコース 

  *追加料金￥6,050 にて松阪牛への変更も承ります。 

 

    
 

 

 

 

 

 

コースイメージ  

*価格はすべてサービス料 10％・消費税込です。 

 

*価格はすべてサービス料 10％・消費税込です。 

 

オマールブルー 
ジャガイモと黒トリュフ 

 

帆立貝のグリエ 
カリフラワーとヘーゼルナッツ 

ビュッシュ ド ノエル 
栗と青森産カシス 
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1F1F1F1F    オールデイダイニングオールデイダイニングオールデイダイニングオールデイダイニング    グランドグランドグランドグランド    キッチンキッチンキッチンキッチン    
 

■提供期間  ： 2021 年 12 月 18 日(土)～25 日(土)  

■営業時間     ： ランチコース    11:30～14:30（L.O.） 

ディナーコース  17:30～22:00（L.O.） 

■お問い合わせ  ： 03-3211-5364  

◆クリスマスランチコース◆クリスマスランチコース◆クリスマスランチコース◆クリスマスランチコース                                                                                          10,890 円 

   季節の素材を取り入れた前菜やメインを含むクリスマス限定のコース 

 

◆クリスマスディナーコース◆クリスマスディナーコース◆クリスマスディナーコース◆クリスマスディナーコース                                                                                        15,730 円 

色とりどりの見た目も楽しめる前菜や、凝縮された旨味を味わえるズワイ蟹

を使用した逸品をはじめ、ジューシーな仔羊のローストまたは味わい深い   

国産牛フィレ肉のグリルからお選びいただけるメイン料理など、一皿一皿  

印象に残るディナーコースをご用意いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

*価格はすべてサービス料 10％・消費税込です。 

 

鮪の瞬間グリルと海の恵みのリース仕立て  ズワイ蟹とエストラゴンクリームのミルフイユ   国産牛フィレ肉のグリル 

ポルチーニ茸とルッコラ パルメザンのコポー 

バルサミコビネガーのクリーム 

ジャガイモのムースリーヌ添え 
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*上記料金は 2 名様ご利用時の 1 泊分の料金です。（サービス料 10％・消費税込） 

*追加料金(27,700 円／1 泊 1 室)にてクラブルームおよびクラブ特典をご利用いただけます。（サービス料 10％・消費税込） 

  *エグゼクティブスイートにご宿泊のお客様はクラブ特典が含まれております。 

*別途、東京都宿泊税 お 1 人様につき 200 円／泊を頂戴いたします。 

    

●●●●クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス限定限定限定限定宿泊プラン宿泊プラン宿泊プラン宿泊プラン 

■お問い合わせ  ： 03-3211-5218    

    

◆◆◆◆MMMMy Christmasy Christmasy Christmasy Christmas    

■宿泊対象期間  ： 2021 年 12 月 18 日(土)～25 日(土） 

■予約受付期間  ： 2021 年 10 月 1 日(金)～ 

 

今年のクリスマスはバルコニー付きの客室で、大切な人と快適に贅沢な 

ホテルステイを堪能できる宿泊プランをご用意いたしました。 

特別な一夜は記憶に残ること間違いなし。 

東京・丸の内の光溢れる夜景を望む憩いの空間で、シャンパーニュとケーキ 

とともに幸せなクリスマスホリデーをお過ごしください。 

 

プラン内容： 

・シャンパーニュ 1 本（ローラン ペリエ ラ キュヴェ／750ml）と 

クリスマスオーナメントをモチーフにしたケーキ「デコラシオン」（人数分）を 

お部屋までお届けします。 

・オールデイダイニング「グランド キッチン」 (1F)、 

またはインルームダイニングより選べる朝食付き 

部屋タイプ 朝食付き 

デラックスキング with バルコニー （45 ㎡） 84,700 円～ 

グランドデラックスキング with バルコニー （55 ㎡） 96,800 円～ 

エグゼクティブスイート（75 ㎡） 145,200 円～ 

     

 

    

    

◆◆◆◆OurOurOurOur    ChristmChristmChristmChristmas as as as ～大切な～大切な～大切な～大切な人と最高のクリスマスを～人と最高のクリスマスを～人と最高のクリスマスを～人と最高のクリスマスを～    

■宿泊対象期間  ： 2021 年 12 月 1 日(水)～28 日(火） 

■予約受付期間  ： 2021 年 10 月 1 日(金)～ 

    

プラン内容： 

・シャンパーニュ 1 本（ローラン ペリエ ラ キュヴェ／750ml）と 

一口サイズのオードブルとスイーツのセットをお部屋で           

お楽しみいただけます。 

・オールデイダイニング「グランド キッチン」 (1F)、 

またはインルームダイニングより選べる朝食付き 

部屋タイプ  朝食付き 

デラックスキング または ツイン with バルコニー （45 ㎡） 2 名様 80,000 円～ 

デラックスキング または ツイン with バルコニー （45 ㎡） 3 名様 120,000 円～ 

    

    

プランイメージ 

エグゼクティブスイート 

プランイメージ 

*上記料金は 1 泊分の料金です。（サービス料 10％・消費税込） 

*別途、東京都宿泊税 お 1 人様につき 200 円／泊を頂戴いたします。    
*ご利用は 1 室 2 名様または 3 名様までとさせていただきます。 



 

 

5/5 

    

●●●●クリスマス限定クリスマス限定クリスマス限定クリスマス限定スパスパスパスパトリートメントトリートメントトリートメントトリートメント    

 

■提供店舗        ： 5F エビアン スパ 東京   

■販売期間        ： 2021 年 11 月 1 日(月)～12 月 25 日(土) 

■予約受付時間      ： 10:30～20：00 

■お問い合わせ       ： 03-3211-5298 

    

◆◆◆◆「「「「プレシャスプレシャスプレシャスプレシャス    パールパールパールパール    エクスぺリエンスエクスぺリエンスエクスぺリエンスエクスぺリエンス」」」」            150分 60,000円 

  アンヌセモナンの日本初登場の贅沢なトータルパッケージ。 

プレシャス パール ファーム＆リフト ピール オフ マスクを含んだ      

トリートメントで、アミノ酸が豊富に含まれたパールパウダーを配合した   

マスクは肌に活力と弾力を与え、輝く素肌へ導きます。 

   （フットバス→ボディラップ→ボディトリートメント→フェイシャル） 

  *店舗およびオンラインショップで、ギフト券としてもご購入いただけます。    

            ギフト券はご購入日より 6 か月間ご利用可能です。 

    

◆◆◆◆「「「「ホリデーコフレホリデーコフレホリデーコフレホリデーコフレ    SSSSpa at Homepa at Homepa at Homepa at Home」」」」    ＜限定20個＞         19,000円 

ボディオイル200mlやクリームマスク75mlなど、フランスのスパプロダクト      

アンヌセモナン人気商品の詰め合わせ。 

ホームケア商品としてリラックスシーンにご利用ください。 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

パレスホテル東京  

TEL: 03-3211-5211（代表） HP： https://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い合わせ先＞ 

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、王、荒川 

TEL: 03-6894-3200  FAX: 03-5413-3050  E‐MAIL： palacehoteltokyo@ssu.co.jp    

 

※価格はサービス料 10％・消費税込です。 

※ホリデーコフレにはサービス料はかかりません。 

 

トリートメント イメージ  

「ホリデーコフレ Spa at Home」  


