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報道関係各位 

2022年 1月 17日 

ホテル椿山荘東京 

 

2月から約 20種・100本の桜が順次開花！今年もホテルとおうちで桜を楽しめる 

桜が咲く空中庭園でのイブニングハイティーや 
春の彩りが可愛らしい「花見弁当」など各種メニュー・プランを提供 
～“東京雲海”と桜のコラボレーション「夜桜雲海」も 3月 19日より 3週間限定で公開～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：山下 信典）は、2月から一足早く桜シーズンが訪れ、桜

の開花がはじまります。それに伴い、「雲の中の桜イブニングハイティー」や日本料理「みゆき」お手製の

「花見弁当」、ステイプランを提供いたします。また、3月 19日（土）～4月 10日（日）の期間には、庭

園演出“東京雲海”と桜のコラボレーション「夜桜雲海」も公開いたします。 

 

◇都内屈指の桜スポット！2月に一足早く桜が開花。約 2ヶ月間で 20種・100本の桜を楽しめる 

当ホテルの庭園は、2月になると早咲きの河津桜が春の訪れを告げると、続いて 3月には艶やかな修善寺

寒桜、可憐なおかめ桜、大輪の陽光桜が開花します。4月に近づくとソメイヨシノが開花し、4月中旬に桜

シーズンのフィナーレを飾る八重桜が花開くまで約 2ヶ月の間に約 20種・100本の桜が、庭園を鮮やかに

ピンク色に染めます。清々しく澄んだ早朝の陽の光に照らされる“朝桜”や、幻想的な夜のライトアップに

浮かび上がる“夜桜”が楽しめます。 

 

◇イブニングハイティーやお部屋から眺めるステイプランでホテルにいながら桜を満喫 

桜が咲く空中庭園「セレニティ・ガーデン」のオープンテラス

にて、三段のオードブルスタンド、シェフ特製ローストビーフ、

デザートがついた、ロビーラウンジで好評のイブニングハイティ

ーを、桜色のホットワインなどドリンクフリーフローつきでお楽

しみいただけます。桜と雲海ミストが織りなす、雲の中での幻想

的なお花見をご体験ください。また、イブニングハイティー付き

ステイプランのほか、お抹茶を楽しむステイプランも 2種ご用

意。昼には満開の桜と日本庭園、夜には幻想的な東京雲海との共

演「夜桜雲海」、この時期だけの絶景を眺めることができます。 

 

◇旬のものがたくさん詰まった職人お手製のお花見弁当をご自宅にいながら桜気分を満喫 

日本料理「みゆき」の職人が旬の食材をふんだんに使用し、春らしい彩りに仕上げました。春子鯛や海老

の小袖寿司をはじめ、鱒や花弁百合根、筍などお花見弁当だからこそ味わえる料理をお楽しみください。 



 

■期間  ：2022年 3月 19日（土）～ 4月 3日（日）  

■予約方法 ：事前WEB決済予約制（前日 18:00まで） 

■時間      ：18:00～20:00（最終入店 18:30） 

■会場    ：ホテル棟 5階 空中庭園「セレニティ・ガーデン」 

※雨天時は宴会場等の館内会場へご案内いたします。 

■料金  ：お一人様 12,000円  

※消費税・サービス料込み 

■内容  ：①三段のオードブルスタンド 

（上段） 

・マスカルポーネクリームとメロンのタルト 

・スティックサラダ 

・小豆とクリームチーズのサンドウィッチ 

（中段） 

・桜色のクリームと季節野菜のカナッペ 

・帆立のグリル オリーブソース 

・フォアグラとドライフルーツの生ハムロール 

・真鯛のエスカベッシュ 

（下段） 

・菜の花と梅のサンドウィッチ 

・筍と桜海老のキッシュ 

・サーモンと彩り野菜のサラダ グレープフルーツドレッシング 

・ピサラディエール 

②シェフ特製ローストビーフ グレイビーソース・レフォール・ハーブソルト 

③メレンゲシャンティ～桜～ 

④ドリンクフリーフロー（90分） 

（桜色のホットワイン、スパークリングワイン、白ワイン、赤ワイン、 

ビール、ソフトドリンク各種） 

■お問い合わせ  ：03-3943-1140（イベント予約 10:00～19:00） 

■URL  ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/sakuraeveninghighttea_event2022/ 

※国内外の状況により、サービス・内容を変更する場合がございます。 

※アルコール提供ができない場合には、ノンアルコールドリンクをご提供いたします。 

 

 

≪朝食付き≫「雲の中の桜イブニングハイティー」付きステイ 

■期間  ：2022年 3月 19日（土）～ 4月 3日（日） 

■予約方法 ：ご宿泊日の 1週間前までに要予約 

■料金  ：プライムスーペリア シティ／ガーデンビュー（45 ㎡） 1室 2名様ご利用時 72,300円～ 

※消費税・サービス料込み、東京都宿泊税別 

■内容  ：①「雲の中の桜イブニングハイティー」 

②洋食・和食から選べるご朝食（レストラン） 

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-0996（宿泊予約 9:00~20:00） 

■URL  ：https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1574&hi_id=47&lang=ja-JP 

 

 

 

■期間  ：2022年 3月 1日（火）～ 4月 10日（日） 

■予約方法 ：4日前の 18:00までに要予約 

■受け取り時間 ：11:30～18:00  

■受け取り場所 ：ホテルショップ「セレクションズ」 

■料金  ：6,800円  

※消費税込み 

■内容  ：<壱の重> 

蛸桜煮 

イブニングハイティー「雲の中の桜イブニングハイティー」概要 

 

日本料理「みゆき」お花見弁当 概要 

 

※料理イメージ画像 

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/sakuraeveninghighttea_event2022/
https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1574&hi_id=47&lang=ja-JP


筍含め煮 若芽 木の芽  

車海老芝煮 一寸豆新引揚げ 

六方小芋含め煮 蕗 花弁百合根  

合鴨ロース煮 ラディッシュ 辛子 菜の花 

桜人参  

鱒照り焼き 酢花蓮根 檸檬 

玉子焼き 桜麩 

薩摩芋蜜煮 こごみ 

<弐の重：小袖寿司> 

海老 花弁百合根 

サーモン燻製 煎り唐墨 

穴子 三つ葉 山葵 

春子鯛 塩花 桜葉  

煮椎茸 桜花長芋 金箔 

※商品の特性上、お召し上がりはご予約時間より 2時間以内でお願いいたします。 

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-7613（10:00～18:00） 

■URL  ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/shop/recommend/ohanamibento 

 

 

 

宇治抹茶付き 春の訪れスイートステイ 

スイートルームでお花見を。聴く人に心地よい癒しをもたらすハイレゾリュ

ーションが創りだすリラックス空間で、極上の安らぎを体験していただけま

す。客室から椿や桜が燦然と咲き誇る庭園を眺めつつ自然音に身をゆだね、

風味豊かな宇治抹茶を愉しむひとときで贅沢な非日常へと誘います。 

■期間  ：2022年 2月 8日（火）～ 4月 10日（日） 

■料金  ：ハイドアウェイガーデンスイート 

1ベッドルーム（93㎡） 1室 2名様ご利用時 198,800円～ 

2ベッドルーム（138㎡）1室 2名様ご利用時 242,300円～ 

※消費税・サービス料込み、東京都宿泊税別 

※2ベッドルームのご予約はお電話にて承ります。 

■内容            ：・洋食・和食から選べるご朝食（レストラン） 

・お抹茶体験セットプレゼント 

※茶碗、茶筅、なつめ、茶杓、敷き布、布巾をお持ち帰りいただけます。 

・辻利兵衛本店の宇治抹茶（お一人様約 2杯分）を客室にご用意 

・ホテルオリジナル和三盆付き（お一人様 1個） 

・桜の生け花を客室にご用意 

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-0996（9:00～20:00） 

■URL  ：https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1566&hi_id=47&lang=ja-JP 

 

お部屋で楽しむお抹茶付き スプリングステイ 

花咲く庭園の絶景と辻利兵衛本店の点茶を味わいながら春をお楽しみいただけます。艶やかな椿や桜が美しい季

節のうつろいを映しだす日本庭園と、幻想美あふれる東京雲海。優雅に抹茶を味わい、ゆったりと和の風情にひ

たってみませんか。お友達同士で、カップルやご夫婦で、東京でお気軽に茶会気分を愉しんでいただけるプラン

です。 

■期間  ：2022年 2月 8日（火）～ 4月 10日（日） 

■お部屋・料金 ：プライムスーペリア シティ/ガーデンビュー（45㎡） 

1室 2名様ご利用時 48,300円～ 

プライムデラックス シティ/ガーデンビュー（55㎡～） 

1室 2名様ご利用時 59,700円～ 

プライムエグゼクティブスイート シティ/ガーデンビュー（60㎡） 

1室 2名様ご利用時 69,900円～ 

※消費税・サービス料込み、東京都宿泊税別 

春期間限定ステイプラン概要 

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/shop/recommend/ohanamibento
https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1566&hi_id=47&lang=ja-JP


■内容            ：・洋食・和食から選べるご朝食（レストラン） 

・お抹茶セットのお貸し出し 

※茶碗、茶筅、なつめ、茶杓、敷き布、布巾をお貸出しいたします。 

・辻利兵衛本店の宇治抹茶（お一人様約 2杯分）を客室にご用意 

・ホテルオリジナル和三盆付き（お一人様 1個） 

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-0996（9:00～20:00） 

■URL  ：https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1565&hi_id=47&lang=ja-JP 

 

また、開業 70周年を記念して当ホテルの 7つの季節ごとに 10組様、年間合わせて 70泊分の宿泊招待券をプレゼ

ントするキャンペーンを実施いたしています。7つの季節ごとに感じられる自然による癒しをお楽しみください。 

桜の季節のご招待の応募受付は、1/28（火）12:00より開始いたします。 

70 周年記念！ご宿泊ご招待キャンペーンページ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/page/70th_stay_present 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル椿山荘東京は、2022年 11月 11日に開業 70周年を迎えます。 

都心にありながら、森のような庭園の中に建つホテルです。「いつの時代も、その時代が必要とするオア

シスであり続ける」という想いの下、美しい自然の中で、日本のもてなしの心と、世界基準のサービススタ

ンダードをご体感いただける寛ぎの空間や時間をご提供しています。 

267 室の客室では、第二の我が家のようにお寛ぎいただけるよう充実した機能やアメニティを備えるだけ

でなく、都心のパノラマ、またはガーデンビューをご堪能いただけます。そのほか、庭園内や館内の 9 つの

レストラン、自然光を感じられる直営のスパ・トリートメント施設、最大 2,000名様までご利用いただける大

会場を含む 38の宴会場、チャペル・神殿、理・美容室、フォトスタジオなどを完備しています。 

散策できる広大な庭園には、国の有形文化財の三重塔や茶室、史跡があり、また春の桜、きらめく新緑、初

夏の蛍、夏の涼やかな滝のしぶき、紅葉、雪景色の中の椿と、四季の風情が東京にいることを忘れさせる特

別なひとときをお過ごしいただけます。 

ホテル椿山荘東京は、「フォーブス・トラベルガイド」が発表した格付けの

「ホテル部門」・「スパ部門」では、おかげさまで名だたるホテルが並ぶ 4つ

星を獲得できました。また、特に最高級の施設とサービスにより、記憶に残る

体験を提供するホテルとして認められ「プリファードホテルズ & リゾーツ」

の「L.V.X. Collection」に加盟いたしております。 

 

<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 マーケティング部門 

担当：内田、園部 

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

 

ホテル椿山荘東京 PR事務局 

担当：森川、須田、藁科 

TEL:03-6863-3377 Email: hotel-chinzanso-tokyo@scramble.jp 

 

※ホテル名を記載いただく際は、正式名称の「ホテル椿山荘東京」でお願いいたします。 

ホテル椿山荘東京とは 
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