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エリザベス女王在位 70周年 

× 

椿山荘開業 70周年 

“ヌン活”は食べながらマナーも学ぶ時代へ！ 

東京で初めて本格的なアフタヌーンティーを提供したといわれるホテルで学ぶ 1日限定イベント 

「英国式アフタヌーンティーを楽しむ マナー講座」を 6月 27日に開催 

プラチナ・ジュビリーを記念して庭園に 7輪のバラのフォトスポットも登場！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、英国式アフタヌーンティーのマナーを学べる講座を 1日限定で開催します。 

また、期間限定でウレタンでバラを模ったオブジェの庭園装飾を公開いたします。 

 

◇“ヌン活”は食べるだけじゃない！食べながら英国式アフタヌーンティーのマナーを学ぶイベントを開催！ 

 東京のホテルで初めて英国式アフタヌーンティーを提供したと言われる当ホテル。講師に英国紅茶＆アフ

タヌーンティー研究家 藤枝理子様をお招きし、伝統的なスタイルのアフタヌーンティーをご体験いただき

ながら、ティーフーズの食べる順番や食べ方、カップの持ち方などのマナーを学べる講座を実施いたします。

講座でお召し上がりいただくアフタヌーンティーは、エリザベス女王にちなんだ帽子を模したスイーツやき

らめく宝石をイメージしたグラススイーツが楽しめる「プラチナ・ジュビリー アフタヌーンティー」をご

用意。英国式アフタヌーンティーを存分にお楽しみいただける 1日限定イベントです。 

 

◇英国の国花であるバラのオブジェが庭園内に登場！ 

 庭園の山頂エリアにて、70周年を記念した 7輪のバラのオブジェを

ご覧いただけます。1 輪は英国王室の紋章にも用いられているテュー

ダー・ローズを顔の高さに設置し、鮮やかな紅白のバラが三重塔の裏

手エリアを彩ります。プラチナ・ジュビリーという記念すべき年を祝

して、フォトジェニックな空間で写真撮影をお楽しみください。 



 

 

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

 

 

■日時  ：2022年 6月 27日（月） 

※事前WEB決済予約制（予約は前日 18時まで） 

■時間  ：1部 受付 12:15～／講座・アフタヌーンティー12:30～14:30 

2部 受付 15:30～／講座・アフタヌーンティー15:45～17:45 

■会場  ：ホテル棟 2階「バンブールーム」（受付・講座・お食事） 

■料金  ：お一人様 8,000円 

※消費税・サービス料込み 

■内容  ：マナー講座 

・ナプキンの使い方 

・ティーフーズの食べる順番や食べ方 

・カップの持ち方 など 

※プラチナ・ジュビリー アフタヌーンティーを召し上がりながらの講座です。 

■お問い合わせ ：03-3943-0920（10:00～21:00） 

■URL  ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/70th_afternoonteaevent/ 

 

 

 

■期間  ：～ 2022年 7月 31日（日） 

■場所  ：つばきやまの山頂、三重塔の裏手エリア 

※山頂へは、往復で約 150段の緩やかな階段と坂道、 

砂利道、三和土がございます。 

 

 

 

 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）～ 2022年 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。 

 

 

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。 

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。 

 

■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 

バラの庭園装飾 

「英国式アフタヌーンティーを楽しむ マナー講座」 

「プラチナ・ジュビリー アフタヌーンティー」 

エリザベス女王 写真展 

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


 

 

《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をスパークリングワインととも

にスイートルームの客室にお届けするほか、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るステイプランです。 

 

■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 

 

 

 

 なかなかご予約が取りづらい「ル・ジャルダン」のアフタヌーンティーを、

スタンダードの客室にお届け。時間を気にすることなくリラックスしてお楽し

みいただける 1日数室限定のステイプラン。ソロ活や女性同士のご利用、大切

な方へのプレゼントにおすすめです。 

 

■期間  ：～ 2022年 7月 29日（金） 

※平日限定 

■料金  ：プライムスーペリアシティ/ガーデンビュー（45㎡） 

1室 1名様ご利用時 46,400円～ 

1室 2名様ご利用時 55,900円～ 

※消費税・サービス料込み、宿泊税別 

■内容  ：・アフタヌーンティーをお部屋へご用意 

・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/10054463 

《ソロ活応援》お部屋でアフタヌーンティーステイ 

プラチナ・ジュビリー アフタヌーンティー in Suite 

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/platinumjubilee_afternoontea/
https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg001/plans/10054398
https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg001/plans/10054463


 

 

 

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 

 

 

 

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 

映画『エリザベス 女王陛下の微笑み』について 

https://elizabethmovie70.com/
mailto:pressroom@hotel-chinzanso.com
mailto:hotel-chinzanso-tokyo@scramble.jp

