
フルーツ 3 種盛り
3 Assorted  fruits 

¥3,800
贈り物の定番です。

フルーツ 5 種盛り
5 Assorted fruits

¥6,500
お部屋の彩りに最適です。

フルーツ 7 種盛り
7 Assorted fruits platter

¥10,700
ワンランク上の贈り物に。

和柄タンスセット
Japanese Tansu snack set

（お菓子とお茶のセット）

¥3,200
箱庭のような可愛らしい

和風アメニティです。

ロゴ入りチョコレート細工
Custom logo chocolate

¥5,500

ロゴ入りマカロン

Custom logo macarons
　　　 ¥1,500 ～（3個入）

ご希望の文字やマークで

作成することができます。

ご希望の写真やロゴマークで

作成することができます。

Anniversary
苺のショートケーキ /  チョコレートケーキ
Strawberry shortcake / Chocolate cake
10cm　　¥ 2,900 （2～3名様）

15cm　　¥ 5,200 （3～4名様）

18cm　　¥ 7,500 （5名様以上）

20文字程度のメッセージをチョコレートプレートでご用意いたします。

Please tell us what message to inscribe on the chocolate plate (20 letters are available).
ロウソク（大8cm・小6cm）の2種類ご用意がございます

Please tell us how many candles (2 kinds: 8 cm or 6 cm) you need.

フラワーアレンジメント /  フラワーブーケ
Flower arrangement / Bouquet

大　　¥ 11,000
中　　  ¥ 5,500
小　　  ¥ 3,300
ご希望のテイストやお好みのカラーでご用意いたします。

Please select your desired image or favorite color .

✽ご予約の受付はご手配の3日前までとさせていただきます。　

　Please reserve 3 days in advance.
✽一部商品にはアレルギー食材を含む場合があります。アレルギーのあるお客様は事前にお知らせください。   
　Please let us know if you have any allergies or special requirements.

✽価格は消費税を含みますが、別途サービス料15％を申し受けます。

　Prices include consumption tax, but a service charge of 15% will be collected separately.
✽フラワーアレンジメント／フラワーブーケはサービス料は頂戴いたしません。　

　Flower arrangements/�ower bouquets do not require a service charge.

Welcome Amenities

In-room Gift
皆様の大切な方のご宿泊に際し、ご自身がホテルに来られない場合やサプライズのギフトとして、シーンやご予算に応じ、お気持ちを

アメニティに込めてお部屋にお届けすることができます。カードを添えることもできます。どうぞお気軽にお申し付けください。

When a special person to you is staying at our hotel, on the occasions when you can’t visit personally or would like to send a surprise gift, we can 
convey your heartfelt feelings with a gift of amenities arranged to �t the budget or event. We can even include a card. Please inquire for details.



BREAK TIME
午後のひとときにお召し上がりください

ケーキセット ¥2,400
Shortcake with seasonal fruit and co�ee or tea
コーヒーやティーセレクションよりご希望のアイテムをご手配いたします

Please select co�ee or tea / herbal tea

皆様からのお受け取り主様へのメッセージを承っております。

お受け取り主様にとって、心に残るプレゼントとしてお喜び

いただいております。どうぞ併せてご依頼くださいませ。

　藤田　一郎　様

　　この度は誠におめでとうございます。

　　どうぞごゆっくりお過ごしください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　椿山　荘太

If you would like a special greeting card, we would be happy to arrange one for you.

Sample（例）

✽価格は消費税を含みますが、別途サービス料15％を申し受けます。

　Prices include consumption tax, but a service charge of 15% will be collected separately.
✽一部商品にはアレルギー食材を含む場合があります。アレルギーのあるお客様は事前にお知らせください。

　Please let us know if you have any allergies or special requirements.

BEVERAGE
～シャンパン フルボトル  Champagne (full bottle)～

モエ エ シャンドン ブリュット エペルネ ¥14,550
Moët et Chandon Brut Impéiral Épernay （France）

ドンぺリニョン（フランス） ¥40,300
Dom Perignon Épernay （France）

～シャンパン ハーフボトル  Champagne (half bottle)～

モエ エ シャンドン ブリュット エペルネ ¥9,500
Moët et Chandon Brut Impéiral Épernay （France）

～白ワイン フルボトル  White Wine (full bottle)～

シャブリ レゼルヴ・ド・ヴォードン ¥12,800
Chablis Réserve de Vaudon （France）

～白ワイン ハーフボトル White Wine (half bottle)～

シャブリ レゼルヴ・ド・ヴォードン ¥7,600
Chablis Réserve de Vaudon （France）

～赤ワイン フルボトル  Red Wine (full bottle)～

ブルゴーニュ ピノノワール “ラヴィネ” ¥9,700
Bouchard Pere et Fils Bourgogne Pinot noir “La Vignee” （France）

～赤ワイン ハーフボトル  Red Wine (half bottle)～

ブルゴーニュ ピノノワール“ラヴィネ” ¥5,150
Bouchard Pere et Fils Bourgogne Pinot noir “La Vignee” （France）

ADDITIONAL OPTION
フルーツプレート ¥2,950
Assorted fresh fruits

チーズのプレートプレート ¥2,950
Assorted cheese


