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2017 年 6 月 12 日
ホテル椿山荘東京

～

大人の夏休みを満喫 ～

都会のオアシスで、夏の夜を華やかに彩るイベント多数！
ブームの落語、スーパー日舞、ものまね、人気アーティストのトークショーなど豪華ステージ
ワインテイスティング・パーティ、シャンパンガーデン、ミス・ユニバース日本大会も

ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：本村 哲）では、大人ならではの夏のひとときを
満喫いただける、多彩でプレミアムなショーやイベントを開催し、東京のオアシスとうたわれる
ホテルでの夏を華やかに盛り上げます。
抱腹絶倒の落語、世界で注目のスーパー日舞、ものまねなど、人気アーティストのトークショ
ーを身近にお楽しみいただけます。笑ったり、音の波動を感じたり、ショーならではの、日常を
超えた時間をお過ごしいただけます。
さらに、数々のワインを試飲いだけるワインテイ
スティング・パーティ、シャンパンガーデン、2017
ミス・ユニバース・ジャパンの日本大会を開催する
など、大人の遊び場を求める、大人のための夏企画
が目白押しです。
季節感が感じられる料理とともに楽しむプレミ
アムなショーやイベントで、忘れられない夏の思い
出となる贅沢なひとときをご提供します。
『シャンパンガーデン 2017』

◆ディナーショー

・『林家正蔵

林家三平

二人会』

お食事をゆっくりとお召し上がりいただいた後、抱腹絶倒の落語をお楽しみいただけます。

・『花園直道バースデーディナーショー』
日本舞踊をベースに歌や踊り、津軽三味線を取り入れた斬新なステージ「スーパー日舞」
のパフォーマーで、世界で注目されている花園直道が登場します。

・『青木隆治

Dinner Show 2017

20th anniversary』

昭和の名曲から J-POP まで七色の声でお届けするものまねショーに、酔いしれていただけ
ます。

・『AAA 與真司郎トークショー』
「AAA」のメンバー「與真司郎」のトークショーを開催。
※こちらは満席となっております。
◆イベント

・『第 7 回 日本で飲もう最高のワイン テイスティング・パーティ』
5 月上旬に開催されたワインの品評会「日本で飲もう最高のワイン 2017」で選ばれた、
「日本で飲める最高のワイン」の数々が楽しめるテイスティング・パーティです。
・
『シャンパンガーデン 2017』
森のような庭園を望む、空中庭園「セレニティ・ガーデン」で、上質なシャンパン 4 種を
フリーフローでお楽しみいただけます。
・
『2017 ミス・ユニバース・ジャパン日本大会』
ミス・ユニバース・ジャパン日本代表を決める最終選考会。今年も「日本の美」を創造する
お手伝いをいたします。

■ディナーショー
ご予約・お問い合わせ 03-3943-1140（9：00～20：00）
『林家正蔵 林家三平 二人会』
人気落語家の林家正蔵と林家三平の二人会。お食事をゆっく
りとお召し上がりいただいた後、抱腹絶倒の落語をお楽しみ
いただけます。
アニメ化もされたヒット漫画が火つけ役となり、“落語ブー
ム”がじわじわと拡大しています。これを機に落語の世界を
覗いてみてはいかがでしょうか。
■期間
■時間
■料金

■会場
■メニュー

：2017 年 8 月 2 日（水）
：食事 18：00～、落語 19：30～
※食事と落語の会場は異なります。
：お一人様 12,000 円
※落語会、ミニ会席、ワンドリンク、サービス料、消費税込み
※未就学のお子さまのご入場はご遠慮いただいております。
※ショー中の撮影・録画・録音は固くお断りいたします。
※食事のお席、落語のお席ともに指定席となります。
※食事会場と落語会場は異なります。
：食事 各宴会場、落語 プラザ 4F「ジュピター」
：
【 食 事 】 ミニ会席
【ドリンク】 ワンドリンク

『花園直道バースデーディナーショー』
世界で注目のスーパー日舞パフォーマー花園直道が、再びホテル椿山荘東京
に登場します。正統派の日本舞踊をベースに歌や踊り、津軽三味線を取り入
れた斬新なステージが「スーパー日舞」として注目を浴び、ファンを魅了し
ています。
日本舞踊界に新風を巻き起こし、日本だけでなく、アメリカやフランスなど
海外でも活躍しています。歌と踊りと津軽三味線の派手なステージを、ご期
待ください。
花園直道は、幼少より古典舞踊（坂東流：名取／坂東蔦之龍）と津軽三味線
を学び、日本舞踊とヴォーカルを融合させて斬新なパフォーマンスで話題に
なっています。2017 年活動 10 周年を迎え精力的に活躍中です。
■期間
■時間
■料金

■会場
■メニュー

■備考

：2017 年 8 月 4 日（金）
：開場 17：30～、食事 18：00～、ショー19：30～
：お一人様 20,000 円
※ショーチャージ、食事、フリードリンク、サービス料・消費税込
※未就学のお子さまのご入場はご遠慮いただいております。
：ホテル 1F「ボールルーム」
：
【 食 事 】 フランス料理コース
【ドリンク】 フリードリンク
（赤・白ワイン、ビール、ウイスキー、ソフトドリンク）
：宿泊とセットになったプランもございます。
宿泊とセットになったプランは、ウェブのみのご予約となります。
https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/855914058abbcff.html

『青木隆治 Dinner Show 2017 20th anniversary』
ものまねタレントのツートン青木の息子で、父親譲りの歌唱力とものまね
で大ブレイクした青木隆治のショーをご覧いただけます。
昭和の名曲から J-POP まで、七色の声でお届けするものまねショーに酔い
しれていただけます。
■期間
■時間
■料金

■会場
■メニュー

：2017 年 7 月 5 日（水）
：開場 18：30～、食事 19：00～、ショー20：30～21：45（終了予定）
：お一人様 22,000 円
※ショーチャージ、ディナー、フリードリンク、サービス料・消費税込
※未就学のお子さまのご入場はご遠慮いただいております。
※ショー中の撮影・録画・録音は固くお断りいたします。
：プラザ 5F「オリオン」
：
【食 事】フランス料理コース
【ドリンク】フリードリンク
（赤・白ワイン、ビール、ウイスキー、ソフトドリンク）

『青木隆治ディナーショー2017 参加者特別 ご宿泊優待料金』
ご予約・お問い合わせ 03-3943-0996（9：00～20：00）
■料金
：2 名 1 室利用時お一人様（ご朝食&スパ利用付き）
22,500 円※消費税・サービス料込み。宿泊税別
※プライムスーペリア シティビュー（45 ㎡・禁煙）
■イベント
『第 7 回 日本で飲もう最高のワイン テイスティング・パーティ』
ご予約・お問い合わせ 03-3943-1140（9：00～20：00）
5 月 7 日、8 日開催のワインの品評会「日本で飲もう最高のワイン
2017 」
（※1）で選ばれた、
「日本で飲める最高のワイン」の数々を
ご堪能いただけるテイスティング・パーティです。
ベストワイン賞、プラチナ賞受賞ワインを全員の方がテイスティ
ングできるほか、 各賞を受賞したすべてのワインが試飲できま
す。今年テイスティングできる銘柄は 100 銘柄以上です。受賞し
た醸造家やインポーターとのワイン談議もお楽しみいただけま
す。ワインに良く合う、当ホテル特製のブッフェ料理の数々と共
に、ワイン愛好家も大満足の年 1 回の大試飲会です。
※1『日本で飲める最も美味しいワインを探そう』をテーマに、国産と輸入の区別なく、日本国内で飲めるワイン
の中から一番美味しいワインを探すことを目的としている品評会です。国際基準に沿って評価し、白ワインは辛
口・中辛口・甘口、赤ワインはライトボディ・ミディアムボディ・フルボディの計 6 つのカテゴリーに分類して審
査します。専門家のみでなく、広く公募したワイン愛好家も含めたブラインドテイスティングでの評価によって、
最高のワインを選びます

■期間
■時間
■料金

：7 月 11 日（火）
：受付開始 18：30～
テイスティング・パーティ 19：00～21：00（表彰式約 20 分）
：お一人様 8,200 円
前売券 7,500 円

■会場
■メニュー
■備考

※前売券は 7 月 4 日（火）までチケットぴあ、イープラスにて販売しており
ます。
※表示の価格はサービス料、消費税を含んでいます。
：プラザ 5F 大宴会場「オリオン」
：ワイン、洋食ブッフェ料理
：本イベントにご参加の皆様限定で７/11 ご宿泊優待がございます。
ご希望の方は 03-3943-0996（9：00-20：00）までお問い合わせください。
テイスティング・パーティ参加の旨、お申し付けください

『シャンパンガーデン 2017』
ご予約・お問い合わせ 03-3943-5489（9：00～20：00）
2017 年 7 月 21 日（金）～9 月 30 日（土）まで（9 月は土・日・祝日のみ開催）
、森のような庭
園を望む、空中庭園「セレニティ・ガーデン」で、上質なシャンパン 4 種をフリーフローでお楽
しみいただける『シャンパンガーデン 2017』を開催します。
毎年ご好評いただいている本イベントは、今年で 5 回目の開催です。最高品質のシャンパン「モ
エ・エ・シャンドン」
、
「ニコラ・フィアット」、「G.H.マム」、
「テタンジェ」と、シャンパンに合
うオードブルとともに心行くまでお楽しみいただけます。さらに、氷を浮かべて初めて完成する
シャンパン「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル」もお一人様 1 杯ずつご用意いたしま
す。
夏の夕暮れ時、リゾート地にいるかのような非日常の空間で、シャンパンを傾けながら優雅なひ
とときをお過ごしください。
■期間

■時間

■場所
■料金

■メニュー

：2017 年 7 月 21 日（金）～9 月 30 日（土）
※9 月は土日祝のみ開催
※事前ご予約制
：17：00～20:00（入店時間から 90 分間のフリーフロー）
※最終入店時間は 18:00 迄
※お席は 2 時間制
：ホテル椿山荘東京 ホテル 5 階 空中庭園「セレニティ・ガーデン」
※雨天・強風の場合は、カフェ「フォレスタ」等へご案内いたします。
：①9,000 円
②15,000 円
※消費税・サービス料込み
：①シャンパン 4 種のフリーフロー：「モエ・エ・シャンドン」、
「ニコラ・フィアット」、
「G.H.マム」、「テタンジェ」
さらに、
「モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアル」1 杯
②シャンパン 4 種のフリーフロー
下記 6 種の中から、4 種をお選びください。
（ご利用当日にお選びいただきます）
※グループ毎の統一をお願いします
「ヴーヴクリコ」、
「ペリエジュエ」、
「ポメリーサマータイム」、
「ビルカールサルモンエクストラ」、
「ジョセフペリエブランドブラン」、
「ボランジェ」
さらに、モエ・エ・シャンドン アイス アンペリアルお一人様一杯
①、②とも他各種カクテル、ビール、ノンアルコールドリンクをフリーフロ
ーでご提供。オードブル、サンドウィッチ等の軽食付き。

『2017 ミス・ユニバース ジャパン日本大会』
ご予約・お問い合わせ 050-5846-6127（ミス・ユニバース・ジャパン事務局）
各県の予選大会を勝ち抜いた 46 名（予定）の“ファイナリス
ト”たちが、ホテル椿山荘東京での 2 週間に及ぶビューティー
キャンプで美と健康、知性、立ち振る舞いに磨きをかけ、日本
大会に挑みます。
ダンス、水着、ドレスの審査を経て、今年もホテル椿山荘東京
で世界大会に出場する日本代表が誕生します。 2017 年もホテ
ル椿山荘東京は「ミス・ユニバース・ジャパン会場提供サプラ
イヤー」を務めます。
※2017 ミス・ユニバース・ジャパン日本大会は、ホテル椿山荘東京の主催イベントではございません

■期間
■時間

■料金

■会場
■内容

：2017 年 7 月 4 日（火）
：日本大会
受付・会場 18：00～、選考会 19：00～21：00
アフターパーティー
パーティ 22：00～23：00
：日本大会 S 席 62,640 円、A 席 54,000 円、B 席 45,360 円
（日本大会は好評につき満席）
アフターパーティー 108,000 円
：日本大会 プラザ 5F「オリオン」
アフターパーティ プラザ 1F「ギャラクシー」
：日本大会
・お料理：フランス料理コース
・お飲物：フリードリンク
（ワイン、ビール、ウイスキー、焼酎、ソフトドリンク）
アフターパーティー
・お料理：オードブル、カナッペ、フィンガーフード、デザート
・お飲物：フリードリンク
（ワイン、ビール、ウイスキー、焼酎、ソフトドリンク）

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 マーケティング課 担当：黒沢・喜楽・大野
TEL. 03-3943-5506（直通）FAX. 03-3943-1172 Email:pressroom@hotel-chinzanso.com

