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瑞々しい新緑の庭園と東京雲海とともにシャンパンを楽しむ 

「シャンパンガーデン in Green」〜きらめきの森で深呼吸〜 

4月 28日（金）よりスタート 
1 日限定の愛犬と一緒に楽しめる「シャンパンガーデン WITH MY DOG」も開催 

  
ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：山下 信典）は、さながら森のような庭園が一望できる空

中庭園「セレニティ・ガーデン」にて、厳選したシャンパン 4 種をフリーフローでお楽しみいただけるプラ

ンやステイプラン等の「シャンパンガーデン in Green」を、2023 年 4 月 28 日（金）より提供いたしま

す。 
 

◇今年は老舗シャンパーニュ・メゾンのシャンパンが登場！ほか 3 種との違いも楽しんで 
新緑の季節の瑞々しい庭園を望みながら厳選した最高品質のシャンパンを楽しめる本プラン。今年は、毎

年ご好評の「テタンジェ ブリュット レゼルヴ」、「ニコラ・フィアット ブリュット」、「モエ・エ・シャン

ドン モエ・アンぺリアル」に、「G.H.マーテル マルボーモン・エ・コ・ブリュット」を新たに加えた計 4
種をご用意いたしました。 
「G.H.マーテル」は、1869 年創業のフランスの老舗シャンパーニュ・メゾンです。今回提供する銘柄

は、石灰質土壌で育てられた上質ブドウを手摘みで収穫して造られた特別なシャンパンです。黒ブドウをメ

インとしたシャンパンで、他 3 種とは違ったコクがありふくよかな香りが楽しめます。 
シャンパンと一緒にお楽しみいただくオードブルプレートでは、クルミのキャラメリゼをのせたロックフ

ォールチーズ（ブルーチーズ）のベイクドやアボカドとチェダーチーズなどが入ったボリューム満点のアボ

カドバーガー、新緑に浮かぶ東京雲海の風景をイメージした「小松菜とアーモンドミルクの冷製スープ」

や、別皿でご用意する牛肉のパイ包み焼き等、シャンパンに合うメニューをご賞味いただけます。 
また、朝食付きシャンパンガーデン付きステイプランも同期間中ご提供いたします。 
 

◇愛犬と一緒に空中庭園でシャンパンを楽しめるペットフレンドリーな 1 日限定プランも 
愛犬とともに楽しめる、わんちゃん用クッキー付き「シャンパンガーデン 

WITH MY DOG」を 5 月 20 日（土）に開催いたします。 
周りの都心の景色を一望できる空中庭園には、約 40㎡の屋外ドッグランも

併設されているため、シャンパンとともに愛犬と優雅で楽しい時間をお過ご

しいただけます。 
また、屋内や屋外で、愛犬と一緒に過ごしたい方のために、ステイプラン

もご提供いたします。 



 

シャンパンガーデン in Green 
■期間  ：①2023 年 4 月 28 日（金）～ 5 月 7 日（日） 

②2023 年 5 月 12 日（金）～ 5 月 28 日（日） 
※①は毎日開催。②は金・土・日開催 
※事前 WEB 決済予約制（予約は 3 日前 18:00 まで） 

■予約  ：3 月 2 日（木）10:00〜 受付開始 
■時間  ：18:30～20:30（最終入店 19:00） 
■会場  ：ホテル棟 5 階 空中庭園「セレニティ・ガーデン」 

※雨天・強風の場合は、館内会場へご案内、もしくは中止とさせていただきます。 
■料金  ：16,500 円 

※消費税・サービス料込 
■内容  ：≪4 種シャンパンのフリーフロー 90 分間≫ 

・テタンジェ ブリュット レゼルヴ 
・ニコラ・フィアット ブリュット 
・モエ・エ・シャンドン モエ・アンぺリアル 
・G.H.マーテル マルボーモン・エ・コ・ブリュット 
・ビール、ワイン、ソフトドリンク 

≪オードブルプレート≫ 
・小松菜とアーモンドミルクの冷製スープ 
・ロックフォールチーズのベイクド クルミのキャラメリゼ 
・アボカドバーガー 
・海老のカダイフ巻き トリュフ塩添え 
・シャルキュトリー盛り 
・グリーンサラダ 
・スモークサーモン 紅芯大根のピクルス ピストゥーソース 
・牛肉のパイ包み焼き（別皿） 

■お問い合わせ ：03-3943-5489（10:00～19:00） 
■URL  ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/champagnegardeningreen2023/ 
 
≪朝食付き≫「シャンパンガーデン in Green」 ステイ 
■期間  ：①2023 年 4 月 28 日（金）～ 5 月 7 日（日） 

②2023 年 5 月 12 日（金）～ 5 月 28 日（日） 
※①は毎日開催。②は金・土・日開催 

■予約  ：3 月 2 日（木）10:00〜 受付開始 
■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 84,800 円～ 
※消費税・サービス料込み、宿泊税別 

■内容  ：・シャンパンガーデン in Green 
・洋食・和食から選べるご朝食（レストラン） 

■お問い合わせ    ：03-3943-0996（9:00～20:00） 
■URL  ： https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg001/plans/10091708 
 
シャンパンガーデン WITH MY DOG 
■日時  ：2023 年 5 月 20 日（土）18:30～20:30（最終入店 19:00） 

※事前 WEB 決済予約制（予約は 3 日前 18:00 まで） 
■予約  ：3 月 2 日（木）10:00〜 受付開始 
■会場  ：ホテル棟 5 階 空中庭園「セレニティ・ガーデン」 

※前日 14:00 の時点で雨天・強風予報の場合は、館内会場へ

ご案内いたします。 
※館内の場合、愛犬は全身の入るケージに入れてのお足元での同伴となります。 

概要 概要 



ケージからは出せないため、予めご了承ください。 
■料金  ：18,000 円 

※消費税・サービス料込 
■内容  ：・お食事は「シャンパンガーデン in Green」と同じメニューをご用意いたします。 

・わんちゃん用クッキーが、1 匹につき一つ付いてきます。 
■注意事項 ：同伴に係る注意事項は下記 URL を参照ください。 

当日は受付にて、ペットポリシーにご署名いただきます。 
■お問い合わせ    ：03-3943-5489（10:00～19:00） 
■URL  ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/restaurant/plan/champagnegarden_dog2023/ 

 
≪朝食付き≫「シャンパンガーデン WITH MY DOG」 ステイ 
■日時  ：2023 年 5 月 20 日（土） 
■予約  ：3 月 2 日（木）10:00〜 受付開始 
■料金  ：プライムスーペリア ガーデンビュー（45 ㎡） 

1 室 2 名様ご利用時 107,700 円～ 
※消費税・サービス料込み、宿泊税別 
※シティビューの客室やスイートルームのご予約はお電話にて承っております。 

■内容  ：・シャンパンガーデン WITH MY DOG 
・洋食・和食から選べるご朝食（レストラン） 

■お問い合わせ    ：03-3943-0996（9:00～20:00） 
■URL ： https://go-fujita-kanko.reservation.jp/ja/hotels/fkg001/plans/10091710 
 
 
 
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 年を迎えました。 
「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、国内最大級の霧の庭園演出「東京雲海」と

7つの季節は、2022 年「日本空間デザイン賞 銀賞」、「Prix Villegiature Awards 
グランプリ」を受賞し、都心の絶景として通年お楽しみいただけます。 
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：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：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 
 
 


