
 

NEWS RELEASE 

報道関係各位 

2022年 6月 9日 

ホテル椿山荘東京 

ホテル椿山荘東京の魅力を凝縮したステイプランが登場！ 

「もっと Tokyo! 東京オアシスステイ」を 6月 10日より販売 

アフタヌーンティーをゆったりとお部屋で、夏に嬉しいプール・温泉・サウナ付き！   

もっと Tokyo対象期間の庭園では「蛍」、「香る、東京雲海」など季節ならではのお楽しみも 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：山下 信典）では、都内観光促進事業「もっと Tokyo」対

象プラン『東京オアシスステイ』を 6月 10日（金）より販売開始いたします。 

 

今回の特別プランは、東京にいながら、東京にいるとは思えない“旅気分”を満喫いただける、ホテル椿

山荘東京の魅力を凝縮したプランをご用意しました。東京のホテルで初めて提供したといわれているアフタ

ヌーンティーをガーデンビューのお部屋で庭園を眺めながら優雅に楽しみ、自然光射し込む全天候型の温水

プールや、伊東から直送の温泉やサウナで癒しのひとときをお過ごしいただけます。さらに「もっと

Tokyo」対象期間の庭園では、幻想的に舞う蛍の観賞や、ミントヴァーベナの涼やかな香りとともに出現す

る「香る、東京雲海」など、季節ならではの庭園もお楽しみいただけます。都会の避暑地で夏休み気分をご

堪能ください。 

 

「もっと Tokyo」割引対象『東京オアシスステイ』 

 Point!  

 1. 東京のホテルで初めて提供したことで知られる 

  「アフタヌーンティー」をゆったりとお部屋で！ 

  すでにロビーラウンジでは満席の、映画「エリザベス 女王陛下の微笑み」公開記念で登場した、 

「プラチナ・ジュビリー アフタヌーンティー」をご用意 

 2. 庭園を望む ガーデンビュールーム確約！ 

 3. 洋食・和食から選べる ご朝食付き！ 

 4. 夏に嬉しいホテルプールや伊東から直送の温泉、サウナが使える スパ付き！ 

 5. 2つのクーポン特典付き！ 

（①レストラン 1,000円バウチャー ②オンラインストア 10％OFFクーポン） 



 

 

特設ページ： https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/page/motto-tokyo/ 

 

 

 

 

 

■利用期間 ：2022年 6月 13日（月）～2022年 7月 31日（日）   

※8月 1日チェックアウト分含む 

※ご予約開始 6月 10日（金）12：00～ 

■料金  ：プライムスーペリア（45㎡） ガーデンビュー 

1室都民 2名様ご利用時 通常 102,810円 

→ 特別価格 57,000円～ 

→ 「もっと Tokyo」割引適用後 47,000円～ 

※ご予約時点の料金は割引適用前の金額となっております。 

（助成額：1人１泊あたり 5,000 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客室にお届け（チェックイン日 15：00～18：00） 

・東京雲海を望むガーデンビュー確約 

・選べるご朝食（洋食・和食レストラン） 

・スパ施設のご利用（プール、温泉、サウナ、フィットネスジムご利用） 

・2つのクーポン特典 

①レストラン 1,000円バウチャー お一人様 1枚ずつ 

（1万円以上のご利用で 1枚ご利用可能） 

※対象レストラン：イル・テアトロ、木春堂、みゆき、ザ・ビストロ、ルームサービス 

②オンラインストア 10%OFFクーポン 

（ギフト券、ギフト・内祝いセレクションの一部商品は対象外） 

■お問い合わせ  ：03-3943-0996（9:00～20:00） 

■ご予約     ：https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg001/plans/10061262 

 

 

 

【「もっと Tokyo」割引対象】  

≪朝食･アフタヌーンティーつき≫ 東京オアシスステイ 

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/page/motto-tokyo/
https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg001/plans/10061262


 

 

■利用期間 ：2022年 6月 13日（月）～2022年 7月 31日（日）   

※8月 1日チェックアウト分含む 

※ご予約開始 6月 10日（金）12：00～ 

■料金  ：プライムエグゼクティブスイート（60㎡）シティ／ガーデンビュー 

1室都民 2名様ご利用時 通常 123,968円～ 

→ 特別価格 84,900円～ 

→ 「もっと Tokyo」割引適用後 74,900円～ 

※ご予約時点の料金は割引適用前の金額となっております。 

（助成額：1人１泊あたり 5,000 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客室にお届け（チェックイン日 15：00～18：00） 

・リビングが独立したスイートルーム確約 

・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 

・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 

・選べるご朝食（洋食・和食レストラン） 

■お問い合わせ  ：03-3943-0996（9:00～20:00） 

■ご予約     ：https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg001/plans/10061260 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「もっと Tokyo」対象プランについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【予約受付】2022年 6月 10日(金)12：00～  

【対象期間】2022年 6月 10日(金)～2022年 7月 31日(日) （8月 1日チェックアウト分含む） 

※配分枠が無くなり次第、販売終了となります。 

※感染症拡大に伴い、国の緊急事態宣言や都の外出自粛要請等が出された場合、事業予定期間内であっても、事

業を中止または停止する場合があります。 

※「もっと Tokyo」割引対象プラン以外をご予約いただいても、割引は適用されません。 

【対  象】ワクチン接種歴（3回）又は PCR検査等での陰性が確認できた都民の方 

 

※チェックイン時に、割引対象となる全ての都民の方に以下 3点のご提示をお願いしております。 

・住民確認のための「身分証明書」 

・「ワクチン 3回接種または PCR検査等での陰性が確認できる書類」 

・「利用申込書」  

また、スムーズにご案内できますよう、ホテルに到着されましたら「もっと Tokyo」ご利用の旨をお近くのスタ

ッフまでお申し付けくださいませ。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

【「もっと Tokyo」割引対象】  

≪朝食･アフタヌーンティーつき≫ 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/10061260


 

その他、都民でない方もご利用いただける、ホテル椿山荘東京だけの”お先に Go To！キャンペーン”や、夏

おすすめのプランもご用意しております。 

 

 

≪朝食･スパつき≫ お先に Go To！東京オアシスステイ                        

ご朝食の他に、プールや温泉などスパのご利用、レストランやオンラインショ

ップのクーポンがついたスペシャルプラン。 

■利用期間 ：～2022年 8月 31日（水） 

※本プランは、予告なく販売を終了する場合がございます。 

■料金  ：プライムスーペリア（45㎡） ガーデンビュー 

1室 2名様ご利用時 通常 90,420円  → キャンペーン価格 45,000円～ 

プライムスーペリア（45㎡） シティビュー 

1室 2名様ご利用時 通常 82,432円  → キャンペーン価格 38,000円～ 

※消費税・サービス料込み、宿泊税別 

■内容  ：・選べるご朝食（洋食・和食レストラン） 

・スパ施設のご利用（プール、温泉、サウナ、フィットネスジムご利用） 

・2つのクーポン特典 

①レストラン 1,000円バウチャー お一人様 1枚ずつ 

（1万円以上のご利用で 1枚ご利用可能） 

※対象レストラン：イル・テアトロ、木春堂、みゆき、ザ・ビストロ、ルームサービス 

②オンラインストア 10%OFFクーポン 

（ギフト券、ギフト・内祝いセレクションの一部商品は対象外） 

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-0996（9:00～20:00） 

■URL  ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/page/gotooasis2022/ 

 

 

≪朝食つき≫ 夏休みファミリー満喫ステイ（時間限定プール利用/キッズアクティビティ付き） 

チェックインの混雑を避け、ホテルへご到着後まずはプールと庭園でのキッズ

アクティビティを楽しめる、ファミリー向けステイプラン。さらにショップや

お食事などホテル館内でご利用いただけるホテルクレジットつき。 

 

■利用期間 ：2022年 7月 1日（金）～2022年 9月 18日（日） 

          ※ご予約開始 6月 10日（金）～ 

■料金  ：プライムスーペリア（45㎡） シティ／ガーデンビュー 

1室大人 2名様お子様 1名様ご利用時 60,300円～   

※消費税・サービス料込み、宿泊税別 

■内容  ：・チェックイン日 13:00～15:00のスパ施設ご利用（プール・温泉・フィットネスジム） 

・チェックイン日 15:30～「親子でお庭を探検!〜インセクトランドオリエンテーリング～」 

・1室 10,000円分のホテルクレジット 

・選べるご朝食（ルームサービス、洋食・和食レストラン） 

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-0996（9:00～20:00） 

 

 

もっと Tokyo割引対象外プラン 

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/page/gotooasis2022/


 

 

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：園部、武村 

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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