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報道関係各位 

    2022年 8月 23日 

ホテル椿山荘東京 

 

開業 70周年記念「“目白の森”芸術祭」の第二弾！音楽と美食が融合した特別なひととき 

オーケストラ・ガラコンサート、クリスマスコンサートを 

11月 3日（文化の日）と 12月 24日（クリスマスイブ）に開催 

～ この日のために料理長十代 雅之が贈る特別な料理の数々とともにお楽しみください ～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年 11月に開業 70周年を迎えるホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：山下 信典）は、「オーケ

ストラ・ガラコンサート ～世界名曲紀行と美食～」を 11月 3日（木・祝）に、「クリスマス ファミリーコ

ンサート＆ビュッフェ～クリスマスソングと、家族で楽しむ第九～」を 12月 24日（土）に開催いたしま

す。 

ホテル椿山荘東京は、三世代で集える場、家族の絆を感じられる場を大切にしてきており、開業 70周年

を記念して開催する「“目白の森”芸術祭」では、中学生以上のお子様も本物の芸術に触れられる機会とし

て、人間国宝 野村万作を中心に狂言公演を行うグループ「万作の会」による特別公演を本年 9月 25日

（日）に開催するほか、幼児も参加できるコンサートも含み、今回の音楽の特別公演は第二弾となります。 

第二弾の 2つの公演を指揮する奥村伸樹氏は、指揮者だけではなくオーケストラプロデューサーとしてク

ラシックから、ポップス、映画音楽など様々なジャンルで活躍しています。これまでにオーストリア、イタ

リアをはじめ、ヨーロッパ各地 10カ国以上にわたり様々なオーケストラや合唱団を指揮してきました。 

今回、奥村氏の指揮のもと、国内外の第一線で活躍するプロ演奏者たちで編成されるスペシャルオーケス

トラ「オーケストラプレゼンター」と、歌手による演奏をお楽しみいただけます。 

また、特別公演の前後には庭園にて「東京雲海」が創りだす“奇跡の絶景”もご覧ください。 

 

◇11月 3日の文化の日は、世界の音楽と美食で知的好奇心を満たす旅へ 

「オーケストラ・ガラコンサート ～世界名曲紀行と美食～」では、オペラやクラシック、ミュージカ

ル、映画音楽まで誰もが一度は耳にしたことのある世界の名曲と、世界三大珍味が堪能できる「美食」で世

界を巡る至福のひとときをお過ごしいただけます。 

演奏は、フランス・パリを舞台とした名作オペラ《椿姫》からはじまります。続くお食事の時間では、ピ

アノや小編成による、ヨーロッパをはじめとする世界各地の名曲の生演奏とともに、フォアグラ・トリュ

フ・キャビアを贅沢に取り入れた料理長 十代 雅之によるフランス料理のフルコースをお召し上がりいただ

きます。 



 

 

お食事後のスペシャルショーでは、ミュージカル《オペラ座の怪人》でフランス、《ウェスト・サイド・

ストーリー》でアメリカへ、オペラ《トゥーランドット》で中国を巡り、最後はホテル椿山荘東京スペシャ

ルアレンジによる日本の《ふるさと》の演奏で、世界の名曲を巡る旅を締めくくります。 

 

11月 3日の公演では特別なステイプランもご用意。コンサートでの前方中央エリアの席で名曲をお楽しみ

いただけます。演奏後はホテルの部屋でゆっくりと「世界旅行」の余韻に浸ったり、庭園で「東京雲海」の

景色を楽しみながら散策したりしてお過ごしください。 

 

◇12月 24日は、ビュッフェとコンサートでお子様もご一緒に家族三世代でお楽しみいただける特別公演を 

「クリスマス ファミリーコンサート＆ビュッフェ～クリスマスソングと、家族で楽しむ第九～」では、

まずは、大きなクリスマスツリーを用意した会場でビュッフェをお楽しみください。 

お食事は、料理長十代 雅之が「一年に一度のクリスマスに、ご家族揃って非日常の美味しさを」と想い

を込めた特別メニューが並ぶ洋食ビュッフェをご用意。ビーフ・ウェリントンやローストチキンといったク

リスマスの伝統料理からクリスマスケーキをはじめとしたスイーツもお召し上がりいただけます。 

お食事中もお子様に親しみのある名曲からクラッシックまで生演奏でお届けします。 

 

お食事後のコンサートでは、聞き馴染みのある心躍るクリスマスソングから、楽聖ベートーヴェンの名曲

の数々、年末に演奏されることが多い《第九》の合唱曲など華やかな演奏をお届けいたします。 

また、音楽への学びを深めるため指揮者の奥村氏による「オーケストラの楽器紹介」や、オーケストラや

ベートーヴェンについてわかりやすく解説した「ホテルオリジナルガイドブック」をプレゼントしますの

で、コンサートが初めてのお子様にもお楽しみいただける内容となっています。 

 

 

 

■開催日  ：2022年 11月 3日（木・祝） 

■開催時間 ：<昼の部> 

受付・開場  11:30 

ウエルカムショー  12:00～ 

お食事   12:10～13:40 

スペシャルショー 13:50～14:30予定 

<夜の部>  

受付・開場  17:30 

ウエルカムショー 18:00～ 

お食事   18:10～19:40 

スペシャルショー 19:50～20:30予定 

※お食事中もピアノ、小編成による生演奏をお楽しみいただけます。 

■予約方法 ：WEB予約限定 

■会場  ：ホテル棟 1F ボールルーム 

■料金  ：一般販売価格  33,000円 

会員販売価格  30,000円 

※WEB予約・事前カード決済にてご予約承ります。 

※ショーチャージ・料理・フリードリンク・サービス料（10％）・消費税を含みます。 

※中学生よりご入場いただけます。 

■ドレスコード ：スマートカジュアル 

■内容  ：<ウエルカムショー> 

［フランス］ヴェルディ：オペラ《椿姫》より 第１幕ハイライト 「前奏曲～乾杯の歌」 

<ディナータイム> 

［オーストリア］ヨハンシュトラウス II：オペレッタ《こうもり》より「シャンパンの歌」 

オーケストラ・ガラコンサート～世界名曲紀行と美食～ 開催概要 

開催概要 

 

 



 

 

［イギリス］エルガー：「威風堂々」 

［ドイツ］メンデルスゾーン：「結婚行進曲」 ほか 

<スペシャルショー> 

［フランス］ミュージカル《オペラ座の怪人》より 

「オペラ座の怪人」「シンク·オブ·ミー」「ミュージック·オブ·ザ·ナイト」 

［イタリア］映画《ニュー·シネマ·パラダイス》 

［アメリカ］ミュージカル《ウェスト·サイド·ストーリー》セレクション 

［日本］「ふるさと」（ホテル椿山荘東京スペシャルアレンジ） ほか 

<出演者> 

・ソプラノ ：今野 絵理香 

・ソプラノ ：小山 由梨子 

・テノール ：高田 正人 

・バリトン ：中西 勝之 

・指揮  ：奥村 伸樹 

・演奏     ：オーケストラプレゼンター 

・司会     ：原元 美紀 

※公演内容・曲目・出演者等、予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください。 

■お食事  ：<料理長 十代雅之特製 フランス料理フルコース> 

キャビアをあしらったアミューズに始まり、トリュフを使ったスープのパイ包み焼き、フォ

アグラと牛フィレ肉のロッシーニ風に着想を得てアレンジした肉料理など、世界三大珍味を

贅沢に取り入れ、随所に音楽的なエッセンスも散りばめた絶品の数々をご堪能いただけます。 

※アレルギー食材がある場合はご予約時にお知らせください。当日のお申し出の場合は対応

できかねます。 

<飲み物> 

フリードリンク（ホテルオリジナルカクテル、スパークリングワイン、赤・白ワイン、焼酎、

ウイスキー、ノンアルコールカクテル、ソフトドリンク） 

■お問い合わせ ：03-3943-5489（10:00～19:00） 

■URL  ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/70th-anniversary-orchestra-gala-concert/ 

 

<プレミアムシートつき 宿泊プラン> 

コンサートの魅力を存分にご体感いただける前方中央エリア席確約のご宿泊プランもご用意しています。ラグジュ

アリーな気分に浸れる一夜をお過ごしください。  

■利用日  ：2022年 11月 2日(水)、3日（木・祝） 

■料金  ：一般販売価格  107,900円～ 

会員販売価格  101,300円～ 

   ※大人（中学生以上）1室 2名様ご利用の場合 

※消費税・サービス料込、宿泊税別途 

■特典  ：・公演の前方中央エリア席を確約 

       ・和洋食から選べる朝食付き（レストラン） 

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-0996(9:00～20：00) 

 

 

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/70th-anniversary-orchestra-gala-concert/


 

 

 

■開催日  ：2022年 12月 24 日（土） 

■開催時間 ：<昼の部>  

受付   11：30 

お食事  12:00～13:30 

コンサート 13:40～14:25予定 

<夜の部>  

受付   17：00 

お食事  17:30～19:00 

コンサート 19:10～19:55予定 

※お食事中もオーケストラやピアノ、小編成による生演奏をお楽しみいただけます。 

■予約方法 ：WEB予約限定 

■会場  ：バンケット棟 5F グランドホール椿（宴会場） 

■料金  ：<大人（中学生以上）> 

一般販売価格 33,000円 

会員販売価格 30,000円 

<お子様（3歳～小学生）> 

一般販売価格 15,500円 

会員販売価格 15,000円 

※WEB予約・事前カード決済にてご予約承ります。 

※ショーチャージ・料理・フリードリンク・サービス料（10％）・消費税を含みます。 

■ドレスコード ：スマートカジュアル 

■内容  ：<クリスマスソング> 

・そりすべり 

・もろびとこぞりて 

・ひいらぎかざろう 

・赤鼻のトナカイ 

・ジングルベル 

・きよしこの夜 ほか 

<ベートーヴェンの名曲> 

・交響曲 第 5番 ハ短調「運命」作品 67より第一楽章 

・エリーゼのために 

・ヴァイオリンソナタ第 5番「春」 

・交響曲第 9番 第 4楽章 

<出演者> 

・ソプラノ：秋津 緑 

・メゾソプラノ：岡村 彬子 

・テノール：金山 京介 

・バリトン：堺 裕馬 

・指揮：奥村 伸樹 

・演奏：オーケストラプレゼンター 

・司会：原元 美紀 

※公演内容・曲目・出演者等、予告なく変更となる場合がございます。ご了承ください。 

■お食事  ：<料理長 十代雅之が贈るクリスマス特別メニュー オードブルプレート＋洋食ビュッフェ> 

特製オードブルプレート（お一人様一皿）をはじめ、ビーフ・ウェリントンやローストチキン

といった西洋の伝統的なクリスマス料理のほか、クリスマスケーキなどのスイーツもご用意

します。 

<飲み物> 

フリードリンク（ホテルオリジナルカクテル、スパークリングワイン、赤・白ワイン、焼酎、

ウイスキー、ノンアルコールカクテル、ソフトドリンク） 

クリスマス ファミリーコンサート＆ビュッフェ～クリスマスソングと、家族で楽しむ第九～ 開催概要 

開催概要 

 

 



 

 

■特典  ：ホテル椿山荘東京オリジナルガイドブック「オーケストラとベートーヴェン」をプレゼント  

■お問い合わせ ：03-3943-5489（10:00～19:00） 

■URL  ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/70th-anniversary-family-concert-buffet/ 

 

<イベント参加者様 ご宿泊優待> 

当イベント参加のお客様にはご宿泊優待も用意しております。イベントご予約後、宿泊予約までお問合せください。 

■利用日  ：2022年 12月 23 日（金）、24日（土） 

■料金  ：41,800円～ 

※大人（中学生以上）1室 2名様ご利用の場合 

※消費税・サービス料込、宿泊税別途 

■特典  ：洋食・和食から選べる朝食付き（レストラン） 

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-0996(9:00～20：00) 

 

 

 

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：二野宮、工藤 

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：戸田、松野、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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