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“コト体験型”で、ご家族揃っての思い出作りをご提案

三世代で楽しむ GW イベント＆ブッフェ＆特別メニュー登場！
親子パン＆スイーツ作り体験教室、アンパンマン ショー、ディナーブッフェ、日本料理「みゆき」
ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：本村 哲）では、新緑輝くゴールデンウィーク期間、ずっ
とご家族の思い出話に残る楽しみにあふれたイベントやお食事プランをご用意いたします。
お子様向けの大人気のゴールデンウィーク体験イベントは、当ホテルのパティシエが教える『パン＆ス
イーツ作り体験教室』を、4 日間限定で開催します。さらに今年は、コンサートやショー、お子様向けの
メニューを揃えたブッフェをセットにした『それいけ！アンパンマン ショー スペシャルバージョン な
きむしヒーローとゆうきのきし』を、子どもの日に開催します。
また、椿ブッフェや桜ブッフェなど、シーズンごとに開催するブッフェより人気メニューを揃えた『GW
ファミリーディナーブッフェ』を 5 月 3 日（水）～6 日（土）の 4 日間限定で開催します。伝統のビーフ
シチューや豪華なローストビーフなど、アンケートで評価を得た人気メニューのオンパレード。まさにオ
ールスターブッフェと呼ぶに相応しいラインナップは、ご親族・ご家族の食事会に最適です。
さらに、日本料理「みゆき」では、ご自宅での食事の準備なども気にせず、ゆっくりホテルに集まって
楽しい会話とお料理を満喫できるファミリー向け GW プランとして、
『GW ファミリープラン』と『GW 味
めぐり 30 選』の 2 つを、2017 年 4 月 29 日（土）～5 月 7 日（日）の期間限定でご用意いたします。
当ホテルでは、パン作りや蛍観賞など、経験や体験、思い出、サービスなどの“モノ”に比べて記憶の
中で長く残り、絆を結び、心を豊かにする“コト体験型”のプランを季節ごとにご提供しており、様々な
世代の皆様に末永くご利用いただける、思い出作りのお手伝いをしています。

『ゴールデンウィーク パン＆スイーツ作り体験教室』

『GW ファミリーディナーブッフェ』

■三世代・ご家族そろってお楽しみいただける GW イベント・ブッフェ情報
『ゴールデンウィーク パン＆スイーツ作り体験教室』
当ホテルのパティシエと一緒におじいさま、おばあさま、そして親
子揃ってパン作りに挑戦いただける、幼児～小学校低学年を対象にし
たゴールデンウィークの人気のイベントです。パパやママをイメージ
した「顔パン」
、動物パンなど自由な発想で、かたどったパンを焼き
あげます。今回は、チーズケーキ作りにも挑戦していただけます。焼
き上がったパンとチーズケーキは、お持ち帰りのお土産に。体験の後
は、シェフこだわりの特製ランチをお召し上がりいただけます。
『それいけ！アンパンマン ショー スペシャルバージョン なきむしヒーローとゆうきのきし』
2017 年 5 月 5 日（金）限定で、子ども達に大人気のアンパンマンの
スペシャルバージョンのショーをお届けします。主題歌を歌う「ドリ
ーミング」のコンサートのほか、お子様好みのメニューを揃えたブッ
フェ料理とともにご家族そろって楽しい 1 日をお過ごしいただけま
す。さらにショー終了後には、アンパンマンとの撮影会もご用意して
います。

『GW ファミリーディナーブッフェ』
椿ブッフェ、桜ブッフェ、ほたるの夕べディナーブッフェ、イヤーエンドブッフェなど、季節ごとにお
届けする当ホテルが誇るシーズナルブッフェの中からアンケートで高い評価を得た人気メニューを揃えた
オールスターブッフェです。
人気のローストビーフ・カービング、じっくりと煮込んだ伝統のビーフシチュー、安定した人気を誇る
にぎり寿司や、米茄子の鴫炊きなど、人気のメニューを揃えました。さらにニューイヤーブッフェでも人
気のキッズコーナーも登場します。小さなお子様でも食べやすいプチサイズのハンバーガーや、フレンチ
フライなどキッズメニューが並びます。和洋のお好きな料理をお召し上がりいただけるので、安心して三
世代揃ってお出かけください！

■日本料理「みゆき」GW 限定のファミリー向けプラン
『GW ファミリープラン』
ご家族 2 名様以上のご利用で、お子様 1 名様のお弁当「きぼう」を無料でサービスする『GW ファミリ
ープラン』では、ご家族揃ってのお食事を通してお孫さん、お子様の
ご成長を愛でていただけます。お子様用のお弁当は、ハンバーグ、オ
ムレツ、茶わん蒸しなどお子様に人気のメニューを揃えております。
お子様にはオレンジジュースをお付けしており、また、大人の皆様に
も、乾杯のドリンクをサービスしており、5 名様以上のご利用の場合、
個室料を無料にさせていただきますので、是非、三世代が揃うお食事
会にお役立てください。

『GW 味めぐり 30 選』
お好きな料理をお好きなだけ、お好きな順番で、お席までお届けす
るみゆきの人気メニュー“味めぐり 30 選”が、GW 期間は、18 時まで
にご入店のお客様限定で「お肉」をいっそうご堪能いただける内容に
バージョンアップして登場。
バラエティ豊かなメニューの中でも人気の高い「黒毛和牛」モモ肉
の冷製竜田仕立て（和風ローストビーフ）を、皆さまの目の前まで塊
でお持ちしお好みのサイズに切り分けお楽しみいただきます。
記憶に残るディナータイムをぜひ、ご家族、ご友人、そして大切な方とお過ごしください。
■三世代でお楽しみいただく GW イベント、 概要
各体験プログラムは、お食事がセットとなっています。ご家族揃って過ごしたいゴールデンウィークに、
楽しく美味しい一日を、お過ごしいただけます。
『パン＆スイーツ作り体験教室』
ご予約・お問い合わせ 03-3943-1140（9：00～20：00）
■期間
：2017 年 4 月 30 日（日) および
2017 年 5 月 3 日(水・祝)～5 月 5 日(木・金)
■時間
：受付 10：30～、体験 11：00～12：30、食事 12：30～14：00
■料金
：大人 6,500 円、小学生 3,700 円、幼児（3 歳～）2,900 円 ※消費税・サービス料込
■会場
：宴会場
■メニュー
：大人：彩り和膳
小学生・ 幼児：お子様ランチ ※パン＆デザートはブッフェ形式
飲物：フリードリンク（ソフトドリンク）
■対象
：幼児～小学校低学年
※体験開始前に手洗い準備がございます。受付時間までにお越しください。
※エプロンを必ずご持参ください。
※パン＆スイーツには、卵、小麦粉、乳製品を使用しています。
※お子様にはコック帽をプレゼント。
■URL
：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/5358bcfd799bcdd.html
『それいけ！アンパンマン ショー スペシャルバージョン なきむしヒーローとゆうきのきし』
ご予約・お問い合わせ 03-3943-1140（9：00～20：00）
■期間
：2017 年 5 月 5 日(金)
■会場
：プラザ 5 階「オリオン」
■時間
：
【1 部】 受付 11：00～、食事 11：30～、ショー12：30～13：30
【2 部】 受付 16：30～、食事 17：00～、ショー18：00～19：00
■料金
：大人 10,800 円(中学生～)、子供（3 歳～） 4,500 円 3 歳未満無料
※ショーチャージ・お食事・フリードリンク・消費税・サービス料込
※幼児のお客様でベビーチェアご希望の場合は 1 脚 2,500 円。要事前予約。
※会場内へのベビーカーのお持込はご遠慮いただいております。
■メニュー
：和洋ブッフェ フリードリンク（ソフトドリンクのみ）
■対象
：対象年齢／幼児(3 歳～)・小学校低学年
※席位置はホテルに一任とさせていただきます。
※席は円卓・相席となります。
※舞台近くにお子様専用の観賞スペースをご用意。
■URL
：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/7858676a241db2b.html

『GW ファミリーディナーブッフェ』
■期間
■時間
■料金
■会場
■メニュー

■URL

ご予約・お問い合わせ 03-3943-1140（9：00～20：00）
：2017 年 5 月 3 日(祝・水)～6 日（土）
：受付 18：00～、 食事 18：30～20：30
：大人 6,500 円、小学生 3,500 円、幼児（3 歳～）2,000 円 ※消費税・サービス料込
※ＷＥＢ予約ご優待あり
：宴会場
：和洋ブッフェ、フリードリンク（ソフトドリンクのみ）
※アルコール類は別料金になります。
※仕入れ状況により、メニュー内容が変わる場合がございます
：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/6358947ec8d2b8a.html

日本料理「みゆき」
『GW ファミリープラン』
■期間
■時間
■料金
■特典

■メニュー

ご予約・お問い合わせ 03-3943-5489（9：00～20：00）
：2017 年 4 月 29 日（土）～5 月 7 日（日）
：昼食 11：30～L.O.14：30 夕食 17：30～L.O.21：00
：大人 12,000 円、お子様弁当「きぼう」3,500 円
※消費税込・サービス料別
：1）2 名様以上ご利用で、お子様 1 名様のお食事「きぼう」を無料でサービス
※お子様 2 名様目からも、
「きぼう」を半額でご用意いたします。
2）乾杯のドリンクを皆様にサービス。
3）大人・子ども合わせて 5 名様以上ご利用の場合、個室料無料。
※（3）の特典は、個室の空き状況によります。ご了承ください。
：お子様弁当「きぼう」
てりやきハンバーグ、オムレツ、フライドポテト、天ぷら、サラダ、
てっか巻き、かっぱ巻き、たまご寿司、ちゃわんむし、おみそしる、デザート、
オレンジジュース

日本料理「みゆき」
『GW 味めぐり 30 選』
ご予約・お問い合わせ 03-3943-5489（9：00～20：00）
：2017 年 4 月 29 日（土）～5 月 7 日（日）
：夕食 17：30～L.O.21：00
※18 時までにご入店のお客様に以下特典をサービス
■料金
：大人 10,000 円、シニア 8,000 円、子供（小学生）5,500 円
※消費税込・サービス料別
■メニュー・特典 ：季節のおすすめ、煮物・蒸物、焼物・揚物、寿司、鉄板焼、食事、甘味という
新緑の季節の味めぐり 30 選のメニューの中で
鉄板焼では、
「黒毛和牛」モモ肉の冷製竜田仕立て（和風ローストビーフ）を
塊をお客様のテーブルにお持ちしてお好きなサイズにカットする特典をご用意
■期間
■時間

本件に関するお問い合わせ先
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