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大きなやすらぎに包まれながら、クリスマスの高揚感にひたる心地よさ。
思い出に深く刻まれる滞在プランをご用意しました。

宿泊対象期間：2020年12月19日(土)～25日(金)   
Available dates: December 19 (Sat.) through 25 (Fri.)

クリスマス宿泊プラン
Christmas Accommodat ion Packages

Chr i stma s Staycat ion

Home Away From Home

クリスマス  ステイケーション

ホーム  アウェイ フロム  ホーム

シャンパーニュ(ローラン ペリエ ラ キュベ／750ml）1本と
クリスマスケーキをお部屋にお届けいたします。
Celebrate with a bottle of Champagne (Laurent-Perrier La Cuvée／750ml) 
and a Christmas cake delivered to your room. 

オリジナルアロマ リードディフューザーと
フラワーアレンジメントをお部屋にお届けいたします。
Guestroom ambiance is enhanced with an original aroma di�user 
and a �ower arrangement.

デラックス with バルコニー (45㎡)

グランドデラックスキング with バルコニー (55㎡)

エグゼクティブスイート (75㎡)

デラックス with バルコニー (45㎡)

グランドデラックスキング with バルコニー (55㎡)

エグゼクティブスイート (75㎡)

Deluxe with Balcony

Grand Deluxe King with Balcony

Executive Suite 

Deluxe with Balcony

Grand Deluxe King with Balcony

Executive Suite 

¥80,000 ～

¥90,000 ～

¥120,000 ～

¥70,000 ～

¥80,000 ～

¥100,000 ～

部屋タイプ

部屋タイプ

ご朝食付き

ご朝食付き

With breakfast

With breakfast

ご予約・お問い合わせ    宿泊予約   Tel: 03-3211-5218

＊上記料金は、2名様ご利用時の1泊料金です。(サービス料・消費税別) ＊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。＊デラックスおよびグランドデラックスにご宿泊のお客様は
追加料金¥18,000／1泊(サービス料・消費税別)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。
＊Prices are for double occupancy per room, per night, exclusive of service charge and consumption tax. ＊Guests 
staying in Executive Suite are welcome to take advantage of Club bene�ts. ＊Upgrade to a Club Room with full 
access to Club bene�ts for an additional ¥18,000 per night (exclusive of service charge and consumption tax).

F e s t i v e  C e l e b r a t i o n s  a t  P a l a c e  H o t e l  To k y o

パレスホテル東 京のクリスマス。

Available December 19 (Sat.) through 25 (Fri.)
＊Reservations accepted from October 1 (�u.)

C h r i s t m a s  C u i s i n e
提供期間：2020年12月19日(土)～25日(金)
＊10月1日(木)よりご予約を承ります。  



¥37,000

＊12月19日(土)～23日(水)は¥28,000コースもございます。
＊¥28,000 menu also available December 19 (Sat.) through 23 (Wed.)

カリフラワーのヴルーテ  黒トリュフ 

北海道産帆立貝のマリネ  海藻とシトロンキャヴィア

ランド産フォアグラのコンフィ  リンゴのフェルメンテーション 

オマールブルー  ジャガイモとトリュフ 

ブレス産プーラルドのアルビュフェラ  冬野菜  アルバ産白トリュフ 

和歌山産蜜柑の山椒風味 

ビュッシュ ド ノエル  東京蜂蜜とセリアル 

Cauli�ower velouté, black tru�e 

Marinated sea scallops from Hokkaido, 
seaweed and �nger lemon 

Con�t duck foie gras from Les Landes, fermented apple 

Blue lobster, potatoes and tuber melanosporum 

Albufera-style fattened chicken from Bresse, 
seasonal vegetables and tartu� di Alba 

Mikan citrus from Wakayama with Sichuan pepper 

Honey from Tokyo and grain Yule log

Christmas Lunch                11:30 am -1:30 pm (L.O.)

クリスマスランチコース

Christmas Dinner               5:30 pm -9:00 pm (L.O.)

クリスマスディナーコース

¥12 ,000／¥18,000

Lunch 11:30 am -1:30 pm (L.O.)   Dinner 5:30 pm -9:00 pm (L.O.)   
Tel: 03-3211-5317

French Restaura nt  ESTER R E  6F
フランス料理  エステール

選び抜いた食材それぞれの旨味を目覚めさせ、
深い味わいと華やかさに昇華させました。



スモールアペタイザー 

鴨フォアグラと赤ワインエピスのマーブル
グリオットチェリーのパルフェグラス 

北海道産帆立貝のベーコン巻き  菊芋のクリームブイヨン 

カナダ産オマール海老と茸のボンヌファム

シャラン産鴨胸肉のスパイシーロースト  ポレンタとドライフルーツ
または
国産牛フィレ肉のフィナンシエール  フォアグラとトリュフソース 

純白のツリー  柚子のムースグラッセ

コーヒー または 紅茶

Small appetizers 

Duck foie gras and red wine épices marble,
griotte cherry parfait glacé 

Bacon rolled scallops, Jerusalem artichoke cream bouillon 

Canadian lobster and mushrooms Bonne-Femme 

Spicy roasted duck breast from Challans,
corn grits and dried fruits
or
Japanese beef tenderloin Financière, foie gras & tru�e sauce 

White Christmas tree, yuzu mousse glacé 

Co�ee or tea 

Christmas Dinner              5:30 pm -10:30 pm (L.O.)

クリスマスディナーコース ¥13,000

7:00 am -10:30 pm (L.O.)   Tel: 03-3211-5364

A l l-Day Dining GR A ND K ITCHEN  1F
オールデイダイニング　グランド キッチン

驚きも、歓びも、感動さえも。この日のために用意した、
ディナーとランチのフルコースをお楽しみください。

Christmas Lunch                     11:30 am -2:30 pm

クリスマスランチコース ¥9,000



活きタラバ蟹やわらか蒸し
香味醤油ソース
Steamed king crab legs 
with spicy soy sauce

Christmas 
Specia l  Menu
クリスマス特別メニュー

Lunch 11:30 am -2:30 pm   Dinner 5:30 pm -9:00 pm (L.O.)   Tel: 03-5221-7788 

とっておきのメニューで、中国料理の真髄を味わう贅沢なひとときを。

Chinese Restaura nt  A MBER PA L ACE  5F

中国料理

Teppa nya k i  GO  6F

Lunch 11:30 am -2:30 pm   Dinner 5:30 pm -9:00 pm (L.O.)   Tel: 03-3211-5322

野から、山から、海から。吟味を尽くした食材が奏でる、
クリスマスメニュー「誕」の美味なる旋律をどうぞ。

鉄板焼

＊通常提供コースメニューに一部変更がございます。
＊メニューの詳細はウェブサイトをご確認ください。

＊通常提供コースならびにアラカルトメニューに一部変更がございます。
＊メニューの詳細はウェブサイトをご確認ください。

Christmas Dinner               5:30 pm -9:00 pm (L.O.)

クリスマスディナーコース ¥32 ,000

Specia l  Of fer
Purchase �ve or more Spa Treatment Gi� Certi�cates 
(any combination of treatments of 75 minutes and above) and 
receive a complimentary 60-minute body treatment gi� certi�cate.

Available December 1 (Tue.) through December 25 (Fri.)
Available at: evian SPA TOKYO (5F) or Palace Hotel Tokyo Online Shop
Valid for six months from date of purchase.

販売期間：2020年12月1日(火)～25日(金)
販売場所：エビアン スパ 東京 レセプションデスク 

または パレスホテル東京オンラインショップ
有効期限：購入日より6か月

ご予約・お問い合わせ    
Tel: 03-3211-5298  (10:30 am - 8:00 pm)

スパトリートメント  ギフト券
Spa Treatment Gi f t  Cer t i f icates

スペシャルオファー
エビアン スパ 東京のスパトリートメントより、お好きなメニューの
ギフト券(75分以上・組み合わせ自由)を5枚以上ご購入の方に、
ボディトリートメント60分のギフト券をプレゼント。
パーティーや年末のご挨拶に向けてのおまとめ購入にもおすすめです。

クリスマスに、大切な方々へ贈る、
至福の癒しのひととき。



Supérieur  スペリュール
北海道阿寒地域の生クリーム、
栃木産スカイベリー、沖縄産黒糖、
フランス産A.O.P.バターなど、最高級の
厳選素材を使用したプレミアムなショートケーキ。

φ15×H8cm  ¥10,000
φ18×H8cm  ¥12,000

Mont-Blanc  モンブラン
パレスホテル伝統のマロンシャンティイを
クリスマス風に仕上げました。

21×10×H13cm  ¥8,000  <限定150個>

Gâteau aux Fraises  ガトー オゥ フレーズ
花に見立てたストロベリーショートケーキ。
キルッシュで香りづけした苺を挟み大人の味わいに。

φ12×H8.5cm  ¥4,000
φ15×H8.5cm  ¥5,000

Christmas Ca kes  クリスマスケーキ
予約受付：2020年10月1日(木)よりご購入日の3日前まで   販売期間：12月21日(月)～25日(金)   
Reservations accepted from October 1 (�u.)
Available December 21 (Mon.) through 25 (Fri.) 
Please reserve at least 3 days in advance.

Sapin de Chocolat  サパン ド ショコラ 
オーナメントを飾ったクリスマスツリーをイメージ
したピスタチオとチョコレートムースのケーキ。

φ18×H17cm  ¥8,500  <限定150個>

Chapeau  シャポー 
ホワイトチョコレートとリュバーブジュレの
リング型のケーキに、クリスマスの帽子を被せて。

φ20×H16cm  ¥18,000  <限定30個>

Bois de Noël
ボワ ド ノエル 
現代版ビュッシュ ド ノエル。マスカルポーネの
ムースの上に華やかなデコレーション。

37×10×H10cm  ¥13,000  <限定50個>

Petit à Petit  Rouge／Vert 
プティ ア プティ  ルージュ／ヴェール
ミニサイズのケーキ。ルージュはチョコレートと
リュバーブ、ヴェールはピスタチオのケーキ。

11×7×H8cm  ¥1,500

Renne  レンヌ 
高さ53cmのクリスマスケーキ。
スカイベリー100粒を使って贅沢に
仕上げたプレミアムショートケーキ
<スペリュール>に、純白のトナカイを
表現したチョコレートを被せて。
φ32×H53cm
 ¥70,000  <限定10個／要予約>

Past r y Shop SW EETS & DELI  B1F
ペストリーショップ　スイーツ&デリ

パティシエの技と創意から生まれた、目にも美しく、
心も弾むクリスマスケーキが、聖夜を華やかに彩ります。

10:30 am -7:00 pm   Tel: 03-3211-5320 (予約専用ダイヤル)　  
www.palacehoteltokyo.com/shop
＊お電話・オンラインショップでもご予約・ご購入いただけます。(店舗でのお受け取りになります。)
＊限定数の記載のない商品でも数に限りがございます。
＊12月21日(月)～25日(金)のクリスマスケーキ販売期間は8:00 pmまで営業いたします。



Mini Stollen Set
ミニシュトーレン 4種セット
毎年人気のオリジナルシュトーレンと
2020年限定フレーバーをミニサイズにして
ギフトボックスに詰め合わせました。  
¥7,800

www.palacehoteltokyo.com/shop

Premium 
Party Box
プレミアム
パーティーBOX 
キャヴィアやチーズ、
ビーフシチューなど、
パーティーシーンを
より華やかに演出します。

¥28,000

Christmas Gi� 
Roast Chicken   
クリスマスギフト ローストチキン
毎年好評をいただいている
大山鶏のロースト (約1.8㎏)、温野菜、
ベジタブルスティック、ソースのセット。

4～6名様用  ¥8,500

オンラインショップ  -クリスマスギフト-
Online Shop -Chr i stmas Gi f t s-

お子様、ご友人へのプレゼントやホームパーティーなど
特別な日におすすめするギフトをご用意しました。
24時間いつでもオンラインでご購入いただけます。

Stollen  シュトーレン
ドライフルーツたっぷりの定番シュトーレン。
10×16×H6cm  ¥2,900

Bohnen Stollen  ボーネン シュトーレン
渋皮栗、柚子風味のマジパン、数種類の豆を
使用し、たっぷりのきな粉で仕上げました。
10×16×H6cm  ¥2,900

Kaga Hojicha (roasted green tea) Stollen   
加賀ほうじ茶のシュトーレン
大納言とホワイトチョコレートに、フランボワーズの
アクセント。うぐいすきな粉で若草色に仕上げました。
10×16×H6cm  ¥2,900

2020年特別限定販売

Praline Stollen  プラリネ シュトーレン
プラリネと黒糖にバナナ風味のマジパン、
温州蜜柑や伊予柑のピールなどを組み合わせ、
ライム風味の粉糖をかけてご用意しました。

10×16×H6cm  ¥3,000  <限定300個>  

Berawecka en Saucisson   
ベラヴェッカ アン ソシソン
フランス・アルザス地方で洋梨のパンと
言われる発酵菓子。中にはドライフルーツ
とナッツがぎっしりと詰まっています。
φ2.5×20cm  ¥1,300

Panettone  パネトーネ　
洋酒に漬けた6種のフルーツを使った、
しっとりとした熟成感のあるイタリア伝統
のパンをスタイリッシュに表現。
φ12.5×H12cm  ¥2,000

Stol len, Berawecka & Panet tone
予約受付：2020年10月1日(木)より   販売期間：12月1日(火)～25日(金)   
Reservations accepted from October 1 (�u.)  
Available December 1 (Tue.) through 25 (Fri.)
＊店舗でのシュトーレンのご購入はご予約をおすすめいたします。  

Christmas Hamper 
for Children
クリスマスハンパー <限定60個> 
フランスの子供服ブランド「ボンポワン」との
コラボレーションボックス。ぬいぐるみと
パレスホテル東京のお菓子の詰め合わせ。

¥13,000

Gif t  Boxes  ギフトボックス  
予約受付：2020年12月1日(火)よりご購入日の4日前まで
販売期間：12月19日(土)～25日(金) <要予約・店頭でもお受け取りいただけます> 
Reservations accepted from December 1 (Tue.)
Available December 19 (Sat.) through 25 (Fri.), by reservation only; 
please reserve at least 4 days in advance.



＊Due to the constantly evolving situation, information introduced in this brochure is subject to change, and 
details of operations, events, and promotions will be regularly updated on the Palace Hotel Tokyo website. 
We apologize for any inconvenience and thank you for your understanding. ＊Kindly inform our sta� prior to 
ordering if you have any food allergies or are observing dietary restrictions. ＊Unless otherwise indicated, all prices 
are subject to service charge and consumption tax. (Service charge is not levied at Pastry Shop SWEETS & DELI.)

＊記載内容は変更する場合があり、営業内容の詳細につきましては随時ウェブサイトを更新し、ご案内してまいります。
ご不便をおかけしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。＊食材によるアレルギーなどがございましたら
予め係へお申しつけください。＊特に記載がない限り、記載料金はいずれもサービス料・消費税別です。(スイーツ&デリ
ではサービス料を頂戴しておりません。)

2020年9月発行

Momota Touen Palace Plate
百田陶園 Palace Plate
「1616/ arita japan」がパレスホテル東京の
為に作った、花の形が印象的なプレート。
華やかかつ繊細な美しさです。

大2枚・中2枚   ¥8,000

Flower Arrangement &
Original Room Fragrance  
タンバルアレンジメント&
リードディフューザー 
クリスチャントルチュのフラワー
アレンジメントとオリジナルアロマ 
リードディフューザーのセット。

¥15,000

Original Fabric Mist  
オリジナルファブリックミスト
11種類の天然エッセンシャルオイルを
ブレンドした、オリジナルフレグランスの
ファブリックミスト。

¥2,300

A5 Matsusaka Beef Sirloin
A5ランク松阪牛サーロイン
鉄板焼「濠」で提供しているA5ランク
松阪牛サーロイン。大切な方への
贈り物やご自宅用にもおすすめです。
＊フィレ(300g)もございます。

ステーキ用 600g  ¥30,000

HENRI GIRAUD 
FÛT DE CHÊNE
アンリ ジロー フュ ド シェーヌ
400年の歴史があり、シャンパンの「秘宝」
と称されるワイナリー“アンリ ジロー”。
数量限定で特別にオーダーしたワインを
特製ボックスでお届けします。

フルボトル  ¥25,000
ハーフボトル  ¥15,000

Four Selections of Maple Syrup
メープルシロップ&シュガー
ティータイムやお料理に、
風味豊かな味わいをプラスする
メープルシロップ、シュガーのセット。

4種セット  ¥5,371

オンラインショップ  -クリスマスギフト-
Online Shop - Chr i s tma s Gi f t s -

www.palacehoteltokyo.com/shop



 〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-1-1
1-1-1 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0005 JAPAN
Tel : 03-3211-5211
 www.palacehoteltokyo.com

ACCESS: 
地下鉄「大手町駅」C13b出口より地下通路直結
JR「東京駅」丸の内北口より徒歩8分
＊「東京駅」より地下通路もご利用いただけます。
羽田空港より車で30分、成田空港より車で60分

Direct access from Otemachi Subway Station 
Exit C13b via underground passageway
8-minute walk from JR Tokyo Station Marunouchi North Exit
(underground passageway is also available)
30 minutes from Haneda International Airport by car
60 minutes from Narita International Airport by car

Marunouchi ■
North Exit 

Hibiya-dori Ave.

Eitai-dori A
ve.

Ote-mon 
Gate

JR Tokyo Sta.

Otemachi Sta.
C13b Exit

Wadakura 
Fountain 
Park

Shin-Marunouchi 
Building

Marunouchi 
Building

Uchibori-dori Ave.

�e Imperial Palace

2021


