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ホテル椿山荘東京 

 

エリザベス女王在位 70周年 

× 

椿山荘開業 70周年 

東京で初めて英国式アフタヌーンティーを提供したホテルがエリザベス女王をイメージした 

「プラチナ・ジュビリー アフタヌーンティー」を 6月 11日より提供 
期間中、女王の知られざる姿をとらえた写真展や 

駐日英国大使館主催のケーキコンテストに応募したケーキを特別に賞味できる宿泊プランも提供 

ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：山下 信典）は、本年在位 70周年を迎えるイギリスのエリザ

ベス女王と、彼女の様々な姿を追った初の長編ドキュメンタリー映画『エリザベス 女王陛下の微笑み』の公

開を記念し、「プラチナ・ジュビリー アフタヌーンティー」を、2022年 6月 11日（土）より提供いたします。

また、女王の知られざる姿をとらえた写真展も英国でのプラチナ・ジュビリーに合わせて開始いたします。 

※特設サイト：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/70th_elizabeth_hct/ 

 

映画の中で、エリザベス女王が大切にしていることとして「伝統と継承」という言葉が登場します。当ホテ

ルは、東京のホテルで初めて英国式のアフタヌーンティーを提供したと言われ、伝統的な英国の三段スタイ

ルでの提供や提供当初より不動の人気を誇るスコーンの製法を守りつづけてきました。 

一方で、伝統は守りつつも、様々な企業様とのコラボにより進化させたアフタヌーンティーの提供や、新し

い生活様式を意識したテイクアウトでの提供など、時代の変化を捉え、挑戦してきました。 

ホテル椿山荘東京は、2022 年 11 月に開業 70年を迎えます。エリザベス女王が大切にしている言葉は、エ

リザベス女王が即位した年に開業し、同じ時代を歩んできた当ホテルの想いと重なります。 

 

 本アフタヌーンティーでは、エリザベス女王をイメージしたスイーツや、イギリスの国花であるバラを用

いたメニュー、アフタヌーンティーが広まった当時に貴重な食材だったとされるキュウリを使った王道のサ

ンドウィッチなど、プラチナ・ジュビリー（プラチナ記念式典）にふさわしいメニューをご用意。特別なティ

ータイムをお過ごしください。 

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/70th_elizabeth_hct


 

 

◇エリザベス女王の帽子や映画にも登場するスイーツをイメージしたオリジナルメニューを提供！ 

 上段のスイーツには、エリザベス女王が被っている帽子をイメージした「ロイヤルハット」や戴冠式に作

られたと言われる「クイーンエリザベスケーキ」、映画にも登場するチョコレートケーキをイメージしたメニ

ューなど、エリザベス女王からインスピレーションを受けたスイーツを 4種類お楽しみいただけます。 

中段のスコーンは、定番のプレーンスコーンのほか、イギリスの国花であるバラを用いたスコーン、カモ

ミールと小麦の香りをお楽しみいただける全粒粉のスコーンの 3種をご用意しました。 

また、下段のセイボリーは、イギリスのアフタヌーンティーでは欠かせないきゅうりのサンドウィッチや、

代表的なイギリス料理のひとつであるスコッチエッグなどを提供。イギリスの伝統や文化を感じられる上質

なティータイムをご堪能いただけます。 

 

さらに、ウエルカムドリンク付きプランでは、大英帝国のビクトリア女王

が名づけたとされる最高級青茶「クイーン オブ ブルー デラックス（東方

美人）」をご提供いたします。果実や蜂蜜のような甘い香りとやわらかな味

わいが特長の茶葉は、どの料理にも相性がよいため、お好みのメニューとの

ペアリングをお楽しみいただけます。 

 

◇ステイプランでは駐日英国大使館主催のコンテストに応募したケーキを特別に楽しめる！ 

 「プラチナ・ジュビリー アフタヌーンティー in Suite」をご提供いたしま

す。通常、お部屋ではご用意していない「ル・ジャルダン」のアフタヌーン

ティーをスパークリングワインとともにお届けするほか、駐日英国大使館

が主催し、エリザベス女王在位 70周年を記念して日本国内の一流ホテルを

対象に行われる「プラチナ・ジュビリー ケーキコンテスト」に応募した当

ホテルオリジナルのケーキを特別にお召し上がりいただけます。 

※オリジナルケーキは 6月お披露目予定 

 

プラチナ・ジュビリー ハッシュタグ #PlatinumJubilee #プラチナジュビリーケーキ 

 

 

 

■期間  ：2022 年 6 月 11 日（土）～ 7 月 31 日（日） 

※当面の間、完全ご予約制（前日 18 時まで）で承ります。 

■時間  ：12:00～L.O.18:00 

■店舗  ：ロビーラウンジ「ル･ジャルダン」 

■料金  ：《WEB予約》 

プラチナ・ジュビリー アフタヌーンティー  お一人様 5,450 円 

ウエルカムドリンク付き    お一人様 6,450 円 

《電話予約》 

プラチナ・ジュビリー アフタヌーンティー お一人様 5,950 円 

ウエルカムドリンク付き お一人様 6,950 円 

※消費税込み、サービス料別途 

■お問い合わせ ：03-3943-0920（10:00～21:00） 

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

 

 

 

 

「プラチナ・ジュビリー アフタヌーンティー」概要 

ケーキの画像 

※無ければ客室画像 

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/platinumjubilee_afternoontea/


 

 

◇メニュー詳細 

3 段スタンド内容 メニュー名 内容 

スイーツ（上段） 

エルダーフラワーのジュレ 

宝石をまとったエリザベス女王をイメージした

グラススイーツ。エルダーフラワーはイギリス

で「万能の薬箱」とされており王室でも用いられ

ています。シャリっとした食感のドライメロン

とさっぱりとした味わいをお楽しみください。 

ロイヤルハット 

エリザベス女王が被っている帽子をイメージし

たスイーツ。エリザベス女王が 1 日のはじめに

アールグレイのストレートティーを飲むのが日

課ということにちなんで、無糖のアールグレイ

ティークリームを入れて仕上げました。マーマ

レードの甘酸っぱさとシャンティクリームのほ

のかな甘みとともにお召し上がりください。 

クイーンエリザベスケーキ 

エリザベス女王の戴冠式に作られたと言われる

ケーキを再現。デーツを練り込んだケーキをロ

ーストココナッツとトフィーソースのトッピン

グでお楽しみいただきます。 

ムースショコラトンカ 

映画『エリザベス 女王陛下の微笑み』でも登場

するチョコレートケーキをイメージ。クリスピ

ー状のクルスティアンの上に、トンカを使用し

たクリーム、柔らかなムースショコラをのせて、

3 層で仕上げました。 

スコーン（中段） 

※定番のクロテッドクリ

ーム、はちみつクロテッ

ドクリーム、ジャムを添

えてご提供いたします。 

プレーン 定番のプレーンスコーン。 

ローズとクリームチーズの 

スコーン 

イギリスの国花であるバラの風味。ローズシロ

ップとクリームチーズを練り込んで作りまし

た。ドライクランベリーがアクセントになった

一品です。 

全粒粉とカモミールのスコーン 
カモミールと小麦の香りをお楽しみいただける

全粒粉のスコーン。 

セイボリー（下段） 

キュウリのサンドウィッチ 

イギリスのアフタヌーティーでは欠かせない 

王道のシンプルなキュウリのサンドウィッチ。 

進化系のハム添えもご用意。 

スモークサーモンのムース 

ローズの花束飾り 

イギリスの国花であるバラの花束をイメージし

た一品。スモークサーモンのムースに、ケッパー

や野菜など入れて絞りました。 

スコッチエッグ オーロラソース 

イギリス料理のひとつであるスコッチエッグ。 

オーロラソースと季節の赤黄パプリカとともに

お召し上がりください。 

英国産スティルトンチーズと 

ポテトのキッシュ 

クルミのキャラメリゼ 

ポテトのキッシュに世界三大ブルーチーズのひ

とつである英国産のスティルトンチーズをのせ

て焼き上げました。ブルーチーズと相性抜群な

クルミのキャラメリゼとハチミツを添えており

ます。 

※紅茶は、約 20 種類の茶葉からお取替え、おかわり自由にお楽しみいただけます。 

※ウエルカムドリンク付きプランでは、「クイーン オブ ブルー デラックス（東宝美人）」を提供いたします。 



 

 

 

■期間  ：2022 年 6 月 11 日（土）～ 7 月 31 日（日） 

■料金  ：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 84,900 円～ 

プライムデラックスガーデンスイート（83 ㎡） 

1 室 2 名様ご利用時 164,100 円～ 

プライムプレミアガーデンスイート（93㎡） 

1 室 2 名様ご利用時 204,200 円～ 

※消費税・サービス料込み、宿泊税別 

■内容  ：・プラチナ・ジュビリー アフタヌーンティーをお部屋へご用意 

・プラチナ・ジュビリー ケーキコンテストに応募したオリジナルケーキ 

・お部屋にスパークリングワイン（フルボトル）をご用意 （1室 1泊につき 1本） 

※ノンアルコールに変更可能 

・洋食・和食から選べるご朝食（レストラン） 

■予約方法 ：電話または WEB 

■お問い合わせ ：03-3943-0996（9:00～20:00） 

■URL：https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg001/plans/10054398 

 

 

 

エリザベス女王在位 70 周年と映画公開を記念して、エリザベス女王の様々な姿をとらえた写真を展示いたしま

す。エリザベス女王の若き日の美しい横顔や、25 歳の若さで即位する戴冠式の様子、今なお精力的に公務をこなす

姿など、様々な場面をとらえた貴重な写真が並びます。 

■期間  ：2022 年 6 月 1 日（水）～ 7 月 31 日（日） 

■時間  ：10:00～18:00 

■場所  ：ホテル棟 3F「ガーデンヒストリーラウンジ」 

■料金  ：無料 

※施設へのご入館は、営業施設ご利用のお客様に限らせていただきます。 

 

 

 

映画『エリザベス 女王陛下の微笑み』は、2022年 6月 17日（金）

より、全国の映画館にて公開いたします。本作品は、世界で最も有名な

女性である英国君主エリザベス 2 世の初の長編ドキュメンタリー映画

です。1930年代から 2020年代までのアーカイブ映像により、彼女の知

られざる素顔や人生の旅路を追う、エリザベス女王の魅力を体験できる

作品です。 

 

作品の詳細につきましては、以下をご参照ください。 

公式サイト：elizabethmovie70.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

エリザベス女王 写真展 

映画『エリザベス 女王陛下の微笑み』について 

※写真はイメージです。 

プラチナ・ジュビリー アフタヌーンティー in Suite 

https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg001/plans/10054398
elizabethmovie70.com
elizabethmovie70.com
elizabethmovie70.com


 

 

 

都心にありながら、森のような庭園の中に建つホテル椿山荘東京は、2022 年

11月 11日に開業 70年を迎えます。 

2020 年より始動した自然と現代技術を掛け合わせた演出や、造園美によって

受け継がれてきた想いを具現化する「庭園プロジェクト」。「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、7つの季節に 7つ

の絶景を造り、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。又、国内最大級の霧の庭園演出「東京雲海」も都心の絶景として通

年お楽しみいただけます。 

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：中野・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 

mailto:pressroom@hotel-chinzanso.com
mailto:hotel-chinzanso-tokyo@scramble.jp

