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PRESS RELEASE 

2022年 10月 4日 

株式会社パレスホテル 
 

パレスホテル東京 2022 

皇居外苑の豊かな自然に囲まれながら 

サイクリングや秋の味覚を楽しむホテルステイを 

秋限定宿泊プランのご案内 
 

 

 

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、秋限定宿泊プラン「Autumn 

Cycling（オータム サイクリング）」並びに「Flavors of Autumn（フレーバーズ オブ オータム）」を 2022年 10月 15

日（土）～11月 30日（水）の期間限定販売いたします。また、同じく 2022年 10月 15日（土）より通年にてご提供

するマタニティ宿泊プラン「Mother to Be（マザー トゥ ビー）」を販売開始いたします。 

 

サイクリングツアー付きの宿泊プラン「Autumn Cycling」では、自然に囲まれた丸の内エリアでサイクリングを体験

いただき、スポーツの秋にふさわしいアクティブなホテルステイをお楽しみいただけます。秋の味覚を存分に堪能 

いただくプラン「Flavors of Autumn」は、パレスホテル伝統のスイーツ「マロンシャンティイ」をはじめ 10周年アニバ

ーサリーコースディナーや秋限定カクテルなど、この季節ならではのメニューで秋の訪れを感じる宿泊プランです。

そして、ご出産を控えるお客様に安心してお過ごしいただけるプラン「Mother to Be」では、エビアン スパ 東京の

特別トリートメントやマタニティフォトで、記念となる癒しのひとときをお過ごしいただけます。またパレスホテル東京で

はその他、日本料理「和田倉」のディナー付き宿泊プランも販売いたします。 

 

紅葉深まる皇居外苑の景色とともにお楽しみいただく、秋ならではのホテル時間をご満喫ください。 
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●宿泊プラン「Autumn Cycling」概要 

宿泊対象期間  ： 2022年 10月 15日（土）～11月 30日（水） 

予約開始日   ： 2022年 10月 8日（土）      

お問い合わせ ： 03-3211-5218（宿泊予約） 

WEB ： https://www.palacehoteltokyo.com/offer/autumn-cycling/ 

内容  :  3時間のサイクリングツアーコースで、秋に色づく丸の内周辺エリアをガイド付きで巡る宿泊 

   プラン。インルームダイニングメニューでパワーチャージし、翌日サイクリングを堪能。自然 

   豊かな皇居外苑の景色に囲まれながら、アクティブな秋のひとときをお楽しみください。 

 

1泊 2日／滞在イメージ（一例）： 

 

＜1日目＞ 

・15:00 チェックイン後、バルコニー付きの客室でリラックスタイム 

・18:00 インルームダイニングメニューのディナー 

     「本まぐろの鉄火重」または「国産牛リブロ―スのステーキ重」より 

     お選びいただけます 

 

＜2日目＞ 

・7:00 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にてご朝食 

・8:00 サイクリングツアーへ出発（ガイド付き・3時間コース） 

【コース例】 

パレスホテル東京→常盤橋→日本橋→人形町→清澄白河（清澄庭園） 

→木場公園→富岡八幡宮→パレスホテル東京 

・11:00 パレスホテル東京へ戻り、 

エビアン スパ 東京内温浴施設（5F）でリフレッシュ 

・12:00 チェックアウト  

 

料金： 

部屋タイプ    

デラックツインまたはキング 

with バルコニー（45㎡） 
2名様 120,000円～ 

※上記料金は 1泊分の 1室料金です（消費税込） 

※別途サービス料 15％・東京都宿泊税 1名様につき 200円／泊を頂戴いたします 

※チェックイン 7日前までに要予約 

 

 

 

 

 

 

 

 

朝食イメージ 

本まぐろの鉄火重 

サイクリングイメージ 

 

国産牛リブロ―スのステーキ重 
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●宿泊プラン「Flavors of Autumn」概要 

宿泊対象期間  ： 2022年 10月 15日（土）～11月 30日（水） 

予約開始日    ： 2022年 10月 8日（土）      

お問い合わせ ： 03-3211-5218（宿泊予約） 

WEB ： https://www.palacehoteltokyo.com/offer/flavors-of-autumn/ 

内容           : パレスホテル東京の秋の味覚を存分に楽しむ宿泊プラン。チェックイン後は伝統のスイーツ 

   「マロンシャンティイ」をコーヒーまたは紅茶付きでご用意いたします。ディナーには、ホテル 

   開業 10周年を記念したアニバーサリーコースディナーをオールデイダイニング グランド  

   キッチンで。食後は、伝統を感じるホテルならではのメインバー ロイヤル バーで秋限定の 

 カクテルを嗜み、食欲の秋を満たすホテルステイを堪能いただけます。 

 

1泊 2日／滞在イメージ（一例）： 

 

＜1日目＞ 

・15:00 チェックイン後、お部屋でマロンシャンティイ 

・18:00 オールデイダイニング グランド キッチン（1F）にて 

     「10周年アニバーサリーコース」のディナー 

厳選した食材で作るカプレーゼや深い味わいが楽しめる 

国産ズワイ蟹の前菜、絶妙な火加減のサーモンのミキュイ、 

さっぱりとして柔らかい身が特徴の香川産黒毛和牛 オリーブ牛 

ランプのグリルなど、シェフが腕によりをかけたメニュー 

・20:00 メインバー ロイヤル バーにて秋限定カクテル 

以下よりお選びいただけます 

- 巨峰とアールグレイのマティーニ (10月 15日(土)まで) 

- 無花果のコスモポリタン (10月 15日(土)まで) 

- 洋梨とディルのフレンチギムレット (10月 16日(日)～11月 30日(水))  

- 栗のアレキサンダー (10月 16日(日)～11月 30日(水)) 

 

＜2日目＞ 

・8:00  オールデイダイニング グランド キッチンまたは 

インルームダイニングにてご朝食 

・12:00 チェックアウト 

 

料金： 

部屋タイプ    

デラックキング（45㎡） 2名様 105,000円～ 

デラックツインまたはキング 

with バルコニー（45㎡） 
2名様 116,000円～ 

※上記料金は 1泊分の 1室料金です（消費税込） 

※別途サービス料 15％・東京都宿泊税 1名様につき 200円／泊を頂戴いたします 

※チェックイン 7日前までに要予約 

 

 

メインバー ロイヤル バー 
洋梨とディルのフレンチギムレット 

 

 

オールデイダイニング グランド キッチン 
10周年アニバーサリーコース 

マロンシャンティイ 



 

4/5 

 

●宿泊プラン「Mother to Be」概要 

宿泊対象期間 ： 2022年 10月 15日（土）～通年 

予約開始日   ： 2022年 10月 8日（土）      

お問い合わせ   ： 03-3211-5218（宿泊予約） 

WEB ： https://www.palacehoteltokyo.com/offer/mother-to-be/ 

内容           : ご出産を控える方に向けたマタニティ宿泊プラン。エビアン スパ 東京によるマタニティ  

 ケアやスタジオでのマタニティフォトに、身体にやさしい「ヴィーガンクッキー缶」をご用意。 

   ※安定期 (5か月から 8か月) の方にご利用いただけます。 

 

特典： 

・エビアン スパ 東京 マタニティ ケア 

「プリネートル ボディ セラピー」60分 

妊娠期にあらわれがちな腰痛やむくみなど身体のマイナートラブルを優しくケアする 

ボディトリートメント 

・写真室「DAYS」によるマタニティフォト 

プライベートなスタジオでの撮影 

・オールデイダイニング グランド キッチン または 

インルームダイニングにてご朝食 

・ヴィーガンクッキー缶  

動物性由来の素材を使用せず塩以外すべてオーガニック食材で作りあげた 

ヴィーガン・グルテンフリーのクッキーをプレーン、ショコラ、サレ (塩) 3 種の味で  

ご用意。国産米粉やココナッツオイルを使用し、優しい甘みやサクサクとした食感を

お楽しみいただけます。 

 

料金： 

部屋タイプ    

デラックスツインまたはキング 

with バルコニー（45㎡） 
2名様 140,000円～ 

クラブデラックスツインまたはキング 

with バルコニー（45㎡） 
2名様 152,000円～ 

※上記料金は 1泊分の 1室料金です（消費税込） 

※別途サービス料 15％・東京都宿泊税 1名様につき 200円／泊を頂戴いたします 

※チェックイン 7日前までに要予約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エビアン スパ 東京 

ヴィーガンクッキー缶 
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●宿泊プラン「和 –NAGOMI-」概要 

宿泊対象期間 ： 2022年 10月 15日（土）～11月 30日（水） 

予約開始日 ： 2022年 10月 8日（土）      

お問い合わせ   ： 03-3211-5218（宿泊予約） 

WEB ： https://www.palacehoteltokyo.com/offer/wadakura-nagomi/ 

内容        ： ディナーに日本料理 和田倉の秋のおすすめ会席 

「和 –NAGOMI-」をご提供する、朝食付きプラン。 

 

 

 

料金： 

部屋タイプ    

デラックスツインまたはキング 

with バルコニー（45㎡） 
2名様 128,000円～ 

千代田スイート（80㎡） 2名様 300,000円～ 

※上記料金は 1泊分の 1室料金です（消費税込） 

※別途サービス料 15％・東京都宿泊税 1名様につき 200円／泊を頂戴いたします 

※チェックイン 3日前までに要予約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜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：朝日奈、荒川、石原 

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

 

日本料理 和田倉 
「和 –NAGOMI-」 

千代田スイート 

https://www.palacehoteltokyo.com/
https://www.facebook.com/pages/Palace-Hotel-Tokyo/339244972864621
https://www.instagram.com/palacehoteltokyo/
mailto:palacehoteltokyo@ssu.co.jp

