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ホテル椿山荘東京×ロクシタン コラボレーション 

「ロクシタン ホイップアフタヌーンティー」12/1～ 
ふんわり心弾む。宿泊プラン、夜限定スイーツ、カクテルなども登場 

 

ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：本村 哲）のロビーラウンジ「ル・ジャルダン」

にて、2016 年 12 月 1 日（木）～2017 年 2 月 10 日（金）、ライフスタイルコスメティックブラン

ド「ロクシタン」の冬限定商品“ホイップシア”からインスピレーションを得て誕生した「ロク

シタン ホイップアフタヌーンティー」が登場します。ホイップクリームのような柔らかな心地よ

さと、ふんわり心弾むティータイムをご提供します。 

 

 ロクシタンは、1976 年に自然豊かな大地が広がる南仏・プロヴァンスで誕生。多くの女性から

愛され続けている、ライフスタイルコスメティックブランドです。 

 ホテル椿山荘東京は「世界をもてなす、日本がある。」をコンセプトに、豊かな自然の中、世

界基準のおもてなしで皆様をお迎えいたしております。さながら森のような庭園では木々、花、

風、思いがけず出会う生き物により、春夏秋冬の風情をお楽しみいただけます。 

一年を通じて、ホテル椿山荘東京では、自然に触れながら心が豊かになるような料理や空間、

イベントやおもてなしをご提案いたしております。 

 

“冬”をより一層、“心弾むひととき”にしていただきたいという両社の想いが重なり、自然や

四季を楽しむことを大切にするコラボレーションが実現いたしました。 

 

甘くふわふわしたホイップをイメージしたアフタヌーンティーのほか、夜限定のスイーツが登

場するイブニングキュートティーや、遊び心溢れるメインバーのカクテル、泡の潤いに包まれる

スイートルームでの宿泊プラン、さらにインスタグラムによるキャンペーンなど、様々なコラボ

レーションを予定しております。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

左）ロクシタン ホイップアフタヌーンティー 右下）ロクシタン ホイップイブニングキュートティー 

 

 

 



 

  心弾む、ホイップアフタヌーンティー   

 

ロクシタン冬限定商品「ホイップシア」をイメージしたふんわ

りスイーツが登場。ローズの香りにやわらかな泡を添えた「ロー

ズジュレとエスプーマ」、ベリーをとじ込めた南仏伝統スイーツ

「クレムフォンテーヌブロー」などで心弾むひとときを。さらに、

彩り豊かな食材を使った「南仏野菜のオープンサンド」や「生ハ

ムと茸のルーラルド、グリンピースとトマトブレットのデュオ」、

贅沢なトリュフ風味のツナエッグフィリン

グなど、ロクシタン発祥の地 南仏・プロヴ

ァンスのエッセンスを散りばめたメニューも。ル・ジャルダン創業当時か

ら人気のスコーンには、今回初めて、トマト＆バジルスコーンが仲間入り。 

＊本メニューをご利用いただいた方には、ロクシタン バスシュガーキュー

ブ（入浴剤）（33g×2 個セット）をお 1 人様 1 点プレゼント。 

 

  夜限定スイーツ登場！ホイップイブニングキュートティー（1 日 20 食限定） 

 

お仕事帰りにおすすめの大人のティータイム！18:00 以降は、1 日

20 食限定の「ロクシタン ホイップイブニングキュートティー」をど

うぞ。アフタヌーンティー同様のスイーツとサンドウィッチに加えて、

もう 1 皿、夜限定の特別なスイーツをご用意。思わず手にとってみた

くなるようなハンドクリームに見立てたチューブ入りクリームととも

に楽しむ「フロランタンクッキー」や、カカオニブやジンジャーのス

パイス感じる「ショコラアマンド」。 

＊本メニューをご利用いただいた方には、ロクシタン バスシュガーキ

ューブ（入浴剤）（33g×2 個セット））をお 1 人様 1 点プレゼント。 

 

まるでボディークリームのようなカクテルが登場 

 

メインバー「ル・マーキー」では、「ロクシタン ホイップカクテル」が

登場。ホイップシアのふんわり感を、ホイップ＆フローズンのカクテルで

表現。まずはスプーンですくって、ふわっふわの食感を楽しんだ後は、チ

ューブに入ったローズのソースを絞って、華やかに。思わず笑みがこぼれ

る、バーテンダーの遊び心溢れる一杯。デザート感覚でお楽しみください。 

 

 

潤いに包まれる、ロクシタン ホイップステイプラン 

 

ロクシタンの香り、泡のお風呂でのバスタイムに「ロクシタン ホ

イップアフタヌーンティー」がセットになった宿泊プラン。館内に

唯一のビューバススイートプランと、リニューアルしたばかりのフ

ロアのプライムスーペリアプランからお選びいただけます。 

潤いに満ちた贅沢なステイを。さらに、ビューバススイートプラン

限定特典、ロクシタン ホイップシアのシャワーフォーム（150mL）

＆ボディクリーム（125mL）を 1 室各 1 つプレゼント。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

概要・メニュー詳細  

 
「ロクシタン ホイップアフタヌーンティー」   
 
■期間   ：2016 年 12 月 1 日（木）～2017 年 2 月 10 日（金）  
■時間   ：12：00～L.O.18：00  ※ご予約は平日のみ承っております。 
■店舗      :ロビーラウンジ「ル･ジャルダン」 
■料金   ：3,800 円 ※消費税込・サービス料別途 
■メニュー ：・ローズジュレとエスプーマ 

・キャラメルフィナンシェとホイップクリーム 
・フェンネルとラベンダーのムース 
・クレムフォンテーヌブロー         
・スコーン（トマト＆バジル、柑橘＆ハーブ、プレーン） 
クロテッドクリーム、ジャムとともに 

・ロックフォールとリンゴのキッシュ 
・トリュフ風味のツナエッグフィリング  
・生ハムと茸のルーラルド、グリンピースとトマトブレットのデュオ 
・南仏野菜のオープンサンド 
（紅茶は、約 20 種類の茶葉からお取替え、おかわり自由です） 

 

＊ロクシタンバスシュガーキューブ（入浴剤）（33g×2 個セット）をお 1 人様 1 点プレゼント。 

 
■ご予約・お問い合わせ：ル・ジャルダン直通 03-3943-0920（9：30～22：00） 
 
※上記メニューは、仕入れ状況等により、内容が変更になる場合がございます。 
 
 
 
「ロクシタン ホイップイブニングキュートティー」  

 
■期間    ：2016 年 12 月 1 日（木）～2017 年 2 月 10 日（金） 
■時間    ：18：00～L.O.21：30 
■店舗     :ロビーラウンジ「ル･ジャルダン」 
■料金    ：3,000 円 ※消費税込・サービス料別途 
■メニュー  ：・フロランタンクッキー、スティックスコーン、ドラジェ 

・クロデットクリーム  
       ・セルクルカリソン                 

・ブリオッシュデロワ                 
・ジャンジャンブルとパンプルムース香るショコラアマンド   
・ローズジュレとエスプーマ 
・キャラメルフィナンシェとホイップクリーム 
・フェンネルとラベンダーのムース 
・クレムフォンテーヌブロー         
・ロックフォールとリンゴのキッシュ  
・トリュフ風味のツナエッグフィリング  
・生ハムと茸のルーラルド、グリンピースとトマトブレットのデュオ 
・南仏野菜のオープンサンド 
（紅茶は、約 20 種類の茶葉からお取替え、おかわり自由です） 
 

＊ロクシタンバスシュガーキューブ（入浴剤）（33g×2 個セット）をお 1 人様 1 点プレゼント。  

 
■ご予約・お問い合わせ：ル・ジャルダン直通 03-3943-0920（9：30～22：00） 
 
※上記メニューは、仕入れ状況等により、内容が変更になる場合がございます。 

 

 



ル・マーキー「ロクシタン ホイップカクテル」   

 

■期間    ：2016 年 12 月 1 日（木）～2017 年 2 月 10 日（金）  

■時間   ：18：00～L.O.24：00 

■店舗   ：メインバー「ル・マーキー」 

■料金   ：2,000 円 ※消費税込・サービス料別 

■ご予約・お問い合わせ：ホテル代表 03-3943-1111 
 
※上記メニューは、仕入れ状況等により、内容が変更になる場合がございます。 
 
 

「ロクシタン ホイップステイプラン」 

 

■期間   ：2016 年 12 月 1 日（木）～2017 年 2 月 9 日（木）  

■料金   ：◇ビューバススイートプラン(93 ㎡) 

＜2 名 1 室ご利用時＞お一人様 63,200 円～ 

◇プライムスーペリアプラン（45 ㎡） 

  シティービュー： 

＜2 名 1 室ご利用時＞お一人様 24,300 円～ 

ガーデンビュー： 

＜2 名 1 室ご利用時＞お一人様 27,800 円～ 

 

※サービス料・消費税込、東京都宿泊税別 

※3 日前まで要予約 

※月～木曜日のチェックイン限定（12/30～1/2、1/9、1/23 を除く） 

 

■内容   ：・ロクシタン ホイップアフタヌーンティー 

       ・ロクシタン ホイップカクテル 20％オフチケット 

・ビューバススイート限定特典（ロクシタン ホイップシアの 

シャワーフォーム（150mL）＆ボディクリーム（125mL）を 

1 室各 1 つプレゼント。 

 

■ご予約・お問い合わせ：宿泊予約直通 03-3943-0996（9：00～20：00） 

 

※プラン内容は変更する場合がございます。 

              

インスタグラムキャンペーン開催予定！      

「ホテル椿山荘東京×ロクシタン」の優雅な体験をシェア！キャンペーンの詳細は、 

11 月中旬頃、発表予定！どうぞお楽しみに。 

 
 
 

【本コラボレーション商品、ホテル椿山荘東京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 マーケティング課 担当：内田・大野 

TEL. 03-3943-5506（直通）FAX. 03-3943-1172 Email:pressroom@hotel-chinzanso.com 
 

【ロクシタンに関するお問い合わせ先】 

ロクシタンジャポン株式会社 営業開発本部ホールセール部 担当：小林 

TEL. 03-3234-6943  FAX. 03-3234-6974 URL. http://www.loccitane.co.jp 

 

 
【本件に関する画像】以下ＵＲＬよりダウンロードをお願いいたします 

http://xfs.jp/w9nw6Z ※ダウンロード有効期限：11 月 8 日(火)まで  

http://www.loccitane.co.jp/

