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イタリアン、日本料理、ビストロ 

ホテルならではのクリスマスディナーメニュー登場！ 
～ サンタがお部屋にやってくる！クリスマス宿泊プランもご用意 ～ 

  

ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：本村 哲）では、イタリア料理「イル・テアト

ロ」と、日本料理「みゆき」、カジュアルダイニング「ザ・ビストロ」にて 2015 年 12 月 20 日

（日）～25 日（金）の期間、聖なる夜にふさわしいクリスマスディナーコースをご用意しま

す。 

また、12 月 23 日（水）～25 日（金）のディナータイムには、聖歌隊が各レストランを巡り、

美しいクリスマスキャロルをお届けします。 

 

メインダイニングのイタリア料理｢イル・テアトロ｣では、エレガントに過ごしたい方のため

に、イタリアの伝統的なクリスマス料理を斬新かつ独創的にアレンジした『クリスタル・クリス

マス』を、日本料理「みゆき」では、和の匠の技でクリスマスを表現した会席料理で聖夜を祝う

『鉄板焼～聖樹～』を、カジュアルダイニング「ザ・ビストロ」では、ファミリーでのお祝いに

クリスマスカラーで華やかに演出した『サンタクロース・キュイジーヌ』を。クリスマスをイタ

リアン・和・フレンチで表現した多彩なコースメニューをお召し上がりいただけます。 
さらに、人気メニューを揃えた『イヤーエンドブッフェ～Festive Gifts～』を 12 月 1 日（火）

～27 日（日）に開催し、思い出に残るクリスマスをご家族揃ってお祝いいただけます。 

 

 また毎年、三世代クリスマスや、サプライズの演出をご検討のカップルに大変好評の『サンタ

とクリスマスステイプラン』を、今年も 1 日 10 室限定でご用意。サンタクロースによるプレゼ

ントのお届けとクリスマスケーキをセットにしたステイプランで、お子様や大切な方が大喜びの

最高のクリスマスを演出します。 

  

 



 

■レストランで 6 日間だけのスペシャリテ『クリスマス ディナーコース』 

イタリア料理「イル・テアトロ」『クリスタル・クリスマス』 
濃厚なフォアグラや黒アワビなどを贅沢に使い、聖夜にふさわしい華やかなフルコースディナ

ー。さらにイタリアらしさを表現したトリュフを練り込んだ自家製パスタや、イタリア伝統のク

リスマスデザート“パネトーネのドルチェ”をご用意します（料金によってメニュー内容が変わ

ります）。レストラン内に響くクリスマスキャロルの美しい歌声を聞きながら、大切な方とエレ

ガントなクリスマスの夜をお過ごしください。 
日本料理「みゆき」『鉄板焼～聖樹～』 

和でクリスマスを表現する独創的な会席料理をご用意します。一皿一皿に赤や白の彩りを添

え、和の匠の技を随所に加えてクリスマスを表現した華やかかつ雅なメニューです。コースの前

菜には、新鮮な鮑の岩塩焼き、オマール海老のグリルなど多彩な食材を揃えました。メインに

は、じっくりと焼き上げ旨みを閉じ込めた、黒毛和牛サーロインまたはフィレ肉からお好みでお

選びいただけます。鉄板で仕上げたデザートが甘く香る頃には、聖夜の気分は最高潮に達しま

す。前菜からデザートまで、全て鉄板で仕上げたメニューの数々をご賞味ください。 
カジュアルダイニング「ザ・ビストロ」『サンタクロース・キュイジーヌ』 

クリスマスカラーの前菜や、華やかな夜を演出するロッシーニ風に仕上げた和牛フィレ肉。デ

ザートには、可愛いミニサンタが登場。カジュアルな雰囲気の中で、ご家族や友人とともに心に

残る夜をお楽しみください。 
 
■サプライズあふれる冬のごちそう『イヤーエンドブッフェ～Festive Gifts～』 

一年の締めくくりにふさわしい豪華なメニューを、ブッフェでお召し上がりいただけます。プ

リプリの身が大人気の蟹は、焼タラバと茹でズワイを揃えました。この他、蟹の出汁のきいた味

噌汁もご用意しています。当ホテルで一番人気のローストビーフ、香り豊かなフォンドボーソー

スが効いた牛肉のパイ包み、フォアグラの茶碗蒸しなど、クリスマス気分を盛り上げる贅沢な料

理が並びます。和洋の多彩なメニューで、クリスマスの思い出作りにお楽しみいただけます。 
 
■1 日 10 室限定！『サンタとクリスマスステイプラン』 

クリスマスに、ご家族や大切な方と記憶に残る 1 日をお過ごしいただけますよう、サンタの訪

問＆クリスマスケーキをセットにした朝食付きのステイプランをご用意しました。事前にプレゼ

ントを当ホテルにお預けいただき、ご宿泊の日にお子様や彼女にサンタクロースからプレゼント

をサプライズでお渡しします。お子様やお連れ様の笑顔とともに、サンタがやってくるワクワク

感をお楽しみいただける一年に一度の大イベントです。さらに、パティシエ特製のクリスマスケ

ーキをお部屋にご用意します。都会の喧騒を離れ、至福のひとときをお過ごしいただけます。昨

年は、仕掛け側の奥様にもサプライズプレゼントをご用意したファミリーは、嬉しい涙に包まれ

た温かいクリスマスを過ごされました。今年はどのようなサプライズが生まれるでしょうか。 

 また、ホテルロビーでは、12 月 23 日（水）～25 日（金）限定で、サンタクロースと一緒に記

念撮影ができます。ホテルステイの素敵な思い出にいかがでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■「イル・テアトロ」・「みゆき」「ザ・ビストロ」クリスマスのメニュー、聖歌隊 概要 

イル・テアトロ『クリスタル・クリスマス』ご予約・お問い合せ 03-3943-5489（9：00～20：00） 

■期間    ：2015 年 12 月 20 日（日）～25 日（金） 

■時間    ：17：30～18：00 入店、20：30～21：00 入店 
■場所    ：イタリア料理「イル・テアトロ」 

■料金    ：ディナー19,000 円/24,000 円/30,000 円 

※消費税込・サービス料別および個室料別 

■URL       ：http://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/5255dd72797a918.html 
                  

みゆき『鉄板焼～聖樹～』ご予約・お問い合せ 03-3943-5489（9：00～20：00） 

■期間    ：2015 年 12 月 20 日（日）～25 日（金） 

■時間    ：17：30～18：00 入店、20：30～21：00 入店 
■場所    ：日本料理「みゆき」 

■料金    ：20,000 円 ※消費税込・サービス料別 

■URL     ：http://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/8855f22e9a3a4c0.html 
 

ザ・ビストロ『サンタクロース・キュイジーヌ』 

ご予約・お問い合せ 03-3943-5489（9：00～20：00） 

■期間    ：2015 年 12 月 20 日（水）～25 日（金） 

■時間    ：17：30～18：00 入店、20：30～21：00 入店 
■場所    ：カジュアルダイニング「ザ・ビストロ」 

■料金    ：9,800 円 ※消費税込・サービス料別 

■URL     ：http://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/5555de78dc57b46.html  

 

『聖歌隊からのプレゼント』 

■期間    ：2015 年 12 月 23 日（水）～25 日（金） 

■時間    ：18：30～ 

■場所    ：ホテルロビー、レストラン（一部） 

■内容    ：ホテルロビーやレストラン（一部店舗）を聖歌隊が巡ります。清らかな歌声

が、 

奏でるクリスマスキャロルの響きを、存分にお楽しみください。 

 

■『イヤーエンドブッフェ～Festive Gifts～』 
『イヤーエンドブッフェ～Festive Gifts～』概要 ご予約・お問い合せ 03-3943-1140（9：00～20：00） 

■開催日   ：2015 年 12 月 1 日（火）～27 日（日） 

   ※最少催行人数に満たない場合は、開催をとりやめる場合がございます。 

■時間    ：受付 18:30～／ディナー 19:00～21:00 
■場所    ：宴会場 
■料金    ：大人 9,000 円 小学生 4,500 円 幼児 3,000 円 

※消費税・サービス料込。インターネット予約をされるとお得です。 

■内容    ：料理／和洋ブッフェ、飲物／フリードリンク（ビール、ワイン、焼酎、 
ウイスキー、ソフトドリンク） 

   ※シャンパンや日本酒などは別料金にてご用意します。 
   ※仕入れ状況により、メニュー内容が変わる場合がございます。 
■URL     ：http://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/9955e44668e10de.html  

 

 



■クリスマスステイプラン、サンタクロースと記念撮影、ホワイトフロマージュケーキ 概要 

『サンタとクリスマスステイプラン』 ご予約・お問い合せ 03-3943-0996（9：00～20：00） 

■期間    ：2015 年 12 月 23 日（水）～25 日（金） 

■料金    ：スーペリアルーム(45 ㎡)ほか 
＜2 名 1 室ご利用時＞ お一人様 25,600 円～ 
＜3 名 1 室ご利用時＞ お一人様 19,700 円～ 

※消費税・サービス料込、東京都宿泊税別 
※3 日前まで要予約 

  ※プランは変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 

■内容    ：①お部屋へ、サンタクロースが訪問。 
 事前にお預かりしたプレゼントをお届けします。 

②パティシエ特製のクリスマスケーキをお部屋にご用意。 
③レストランでの和食、洋食、またはルームサービスの 3 つのスタイルから 
選べるご朝食付き 

■URL ：https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?hi_ 
id=47&lang=ja-JP&smp_id=307 

 

『サンタクロースと記念撮影』 

■期間    ：2015 年 12 月 23 日（水）～25 日（金） 

■時間    ：1 回目 11：30～13：00、2 回目 14：30～16：00 
■場所    ：ホテルロビー 

 

『（個室限定）サンタクロースと記念撮影付きランチプラン』 

ご予約・お問い合せ 03-3943-5489（9：00～20：00） 

■期間    ：2015 年 12 月 23 日（水）～25 日（金） 

■料金    ：大人 12,000円  子ども 2,500円 ※消費税・サービス料込 

■場所    ：イタリア料理「イル・テアトロ」個室 

■内容    ：個室でのお食事の際に、サンタクロースがやってきます。お子様へのサプライ 

ズに是非どうぞ。サンタクロースを独り占めできる特別な時間を演出します。 

■URL    : http://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/1055f3c6fad5998.html 
 

『ホワイトフロマージュケーキ』 

■予約期間  ：2015 年 11 月 14 日（土）～12 月 18 日（金） 

■お渡し日  ：2015 年 12 月 19 日（土）～12 月 25 日（金） 

■料金    ：5,500 円 ※消費税込 

■内容    ：フロマージュブランクリームで雪景色を表現したクリスマスケーキ。黄身が白 

い卵「こめたま」を使い、スポンジまで白く仕上げました。和三盆を加えて、

日本らしい味わいも魅力。 

 

本件に関するお問い合わせ先 
藤田観光株式会社 ホテル椿山荘東京 マーケティング課 担当：山本・眞田 

TEL. 03-3943-5506（直通）FAX. 03-3943-1172 Email:pressroom@hotel-chinzanso.com 


