
和洋三段重「雅（みやび）」
　¥55,000 （別途 消費税8％） 4名様分・39品

伊勢海老、鮑酒蒸しなどの正統派 日本料理をはじめ、

米沢牛のローストビーフやテリーヌなど煌びやかな西洋料理を

贅沢に詰め込みました。技・伝統・発想が織りなす

ホテル椿山荘東京ならではの極上の逸品をご堪能ください。

Our New Year’s Osechi o�ers a wealth of delicacies such as terrine and 
Yonezawa roast beef, combining the traditional with the imaginative.

和風二段重「彩（いろどり）」
¥35,000 （別途 消費税8％） 4名様分・38品

日本料理の職人による大胆かつ繊細な味わいのおせち。

こだわりの炊き合わせを盛り込んだ二段重は、

令和になって初めて迎える、新年のはじまりに。

Traditional Japanese Osechi cuisine expertly prepared by the chefs of
Hotel Chinzanso Tokyo. Begin the New Year with this delicious feast.

[ご予約期間] 2019.10.1 Tue. - 12.20 Fri. （要予約）
[お渡し日] 店頭／2019.12.31 Tue. - 2020.1.1 Wed.午前中
一部地域を除き、配送も承っております。 別途有料（お届け日：12/31のみ）
•お得な早割優待もございます。 詳しくはホームページをご覧ください。
•重箱サイズ（1段）22.5cm×22.5cm×6.0cm
ご予約・お問い合わせ  TEL.03-3943-1131 （9：00-20：00） 

イヤーエンドジャズ
End-of-the-Year Jazz

2020年初の乾杯は、シャンパンで。ジャズのライブステージと

フリーフローを楽しみながら、賑やかにカウントダウンしませんか。

Champagne accompanied by Jazz standards is
a merry way to ring in the New Year.

[日時] 2019.12.31 Tue. ／ 22:00 - 24:00
[料金] ¥7,500
[内容] フリーフロー（シャンパン、ワイン、カクテル、ソフトドリンク）
　　　カナッペ
[会場] ロビーラウンジ 「ル・ジャルダン」
TEL.03-3943-1140 (9:00 - 20:00) イベント予約

S e a s o n a l
I n v i tat i o n

年末年始号
New Year Holidays

2019.12.31 ▶ 2020.1.3

 [日   時] 2020.1.1Wed. ／10:30・13:30
 [料   金] 無料
 [行   先] 東京大神宮～東京駅～神田明神～湯島天神～上野駅
  ※お送りのみ
 [乗り場] ホテルエントランス

元日初詣バス

Free Shuttle for
New Year Shrine Visits

ホテル椿山荘東京のおせち
Hotel Chinzanso Tokyo Osechi
(Traditional New Year’s Dishes)

本誌備考
• 写真はイメージです。
• 内容はいずれも変更となる場合がございます。
• 表記は、消費税別・サービス料別表記を基本としております。
• スパ・ショップでは、サービス料を頂戴いたしておりません。
• レストラン料金はいずれもサービス料10％を頂戴いたします。
 「錦水」「木春堂」はサービス料が異なります。 （「錦水」個室 昼15％、夜20％ 
 ／「木春堂」レストラン席10％、個室15％）
• レストラン個室をご利用の際は、別途、個室料を頂戴いたします。
• プラン料金（宿泊、イベント、パーティー等）はいずれも消費税・サービス料を含み
 ます。 なお、宿泊料金は、別途、東京都宿泊税を頂戴いたします。
• ブッフェ、イベントは最小催行人数に満たない場合や、会場の都合により開催を
 中止する場合がございます。

Terms and Conditions
• Images are for illustrative purposes. Contents may be subject to change.
• Unless otherwise mentioned, prices exclude tax and service charge.
 (Hotel shops and the spa do not require a service charge.)
• Restaurant requires 10% service charge. Kinsui and Mokushundo have
 different service charges (Kinsui is 15% for lunch, 20% for dinner for
 private rooms. Mokushundo is 10% for restaurant seating, 15% for
 private rooms.)
• Use of a private room requires a room fee.
• Events may be cancelled if the minimum number of attendees is not met.
• All plans (stay, events, parties, etc.) include consumption tax and service
 fees in their prices. For stay plans, Tokyo accommodation tax will be
 collected separately.

• レストランでの朝食は、ご予約を承っておりません。
 （ルームサービスは除く）
• 1/1の日本料理「みゆき」の朝食は、おせち料理をご用意いたします。
 1/2以降は通常の和朝食となります。
• 1/1のルームサービスでの朝食は、洋食のみのご用意となります。
• ルームサービスは24時間ご利用いただけます。
• レストランでのランチおよびディナーは、ご予約をおすすめいたします。
• ロビーラウンジ「ル・ジャルダン」のアフタヌーンティー（12:00～18:00）は
 ご予約を承っておりません。

• Restaurant do not accept reservations for breakfast
 (excluding room service).
• On January 1st, Japanese Restaurant MIYUKI will provide Osechi
 cuisine. From the 2nd, the menu will return to normal.
• On January 1st, only western menus are available through room service.
• Room service may be ordered 24 hours a day.
• We recommend placing reservation for lunch and dinner at restaurant.
• Reservations are not accepted for Afternoon Tea
 (12:00 pm to 6:00 pm) at Lobby Lounge LE JARDIN.

年末年始営業時間のご案内  RESTAURANT DATA  2019.12.31 Tue. ▶ 2020.1.3 Fri.

朝食 Breakfast

イタリア料理 イル・テアトロ　Italian Restaurant IL TEATRO 1.1 Wed 7:00 - L.O.10:30
 12.31 Tue.・1.2 Thu.・3 Fri. 6:30 - L.O.10:30

日本料理 みゆき　Japanese Restaurant MIYUKI 1.1 Wed 7:00 - L.O.9:30
 1.2 Thu.・3 Fri. 7:00 - L.O.10:00

ロビーラウンジ ル・ジャルダン　Lobby Lounge LE JARDIN 1.2 Thu.・3 Fri. 7:30 - L.O.9:30

昼食 Lunch  &  夕食 Dinner

料亭 錦水　Japanese Kaiseki Cuisine RYOTEI KINSUI 11:30 - L.O.20:00

石焼料理 木春堂　Japanese Stone Grill MOKUSHUNDO 11:30 - L.O.15:00 17:00 - L.O.20:00

そば処 無茶庵　Soba Dining MUCHA-AN 11:30 - L.O.15:30 17:00 - L.O.20:00

イタリア料理 イル・テアトロ　Italian Restaurant IL TEATRO 12:00 - L.O.14:30 17:30 - L.O.21:00
  （ディナーコース ～ L.O.20:30）

日本料理 みゆき　Japanese Restaurant MIYUKI 11:30 - L.O.14:30 17:30 - L.O.21:00

カジュアルダイニング ザ・ビストロ　Casual Dining THE BISTRO 11:30 - L.O.15:00 17:00 - L.O.22:00

ラウンジ・バー Lounge & Bar

ロビーラウンジ ル・ジャルダン　Lobby Lounge LE JARDIN  10:00 - L.O.21:00
TEL.03-3943-0920 （10：00 - 21：00） ル・ジャルダン

メインバー ル・マーキー　Main Bar LE MARQUIS  18:00 - L.O.24:00
TEL.03-3943-1111 （18：00 - 24：00） 代表

本誌に掲載された内容の
詳細についてはこちらへ

SPA, FITNESS & TREATMENT

悠 YU, THE SPA

[期間] 2019.12.31 Tue.-2020.1.5 Sun.

ハッピーバッグ ¥12,000〜（消費税込）
Happy Bag

高級スパブランドのエレミスやアロマセラピーアソシエイツの

ボディ＆フェイシャルケア製品を詰合せた福袋です。

※男性もお使いいただけます。

Both men and women can enjoy these surprise gi� bags with luxury spa 
treatment products from Elemis and Aromatherapy Associates.

TEL.03-3943-4785 （10：00-21：00） トリートメント予約

TEL.03-3943-5489 （9：00-20：00） レストラン予約




