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■ウェスティン パワーミーティングプラン 

プレスリリース               ウェスティンホテル東京 

報道関係者各位                            

2018 年 8 月 28 日 
 

様々なスタイルを選んで愉しめるビジネスランチなど、 

自由自在にカスタマイズ可能なミーティングプランを発表！ 

「ウェスティン パワーミーティングプラン」 
2018 年 12 月 28 日までに 50 名様以上で利用すると期間限定特典を付与！※ 

※「ウェスティン パワーミーティングプラン」、「2018 パーティープラン」双方のプランに適用 

 

ウェスティンホテル東京（東京都目黒区 総支配人チャールズ・ジャック）は、国内

のウェスティンホテルでは初となる、企業クライアントや会議主催者ニーズに合わ

せて自由自在にカスタマイズ可能なミーティングプラン「ウェスティン パワーミー

ティングプラン」の提供を開始いたします。海外では主流ですが、日本国内では珍

しい、新しいビジネスカルチャーを積極的に提唱しています。 

また 2018 年 12 月 28 日までの期間限定で、「2018 パーティープラン」をビジネス

利用、プライベート利用双方に向け特別価格で提供しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 

 

パワーミーティングとは、非日常空間での食事を兼ねた会議や研修、講演会など

のことを指し、海外では主流のビジネスカルチャーです。 

通常、日本のミーティングプランはアラカルトでの注文が一般的ですが、最近で

はミーティングパッケージの需要も高まってきています。ウェスティンホテル東

京では、海外で広く親しまれている自由自在にカスタマイズ可能なミーティング

プランを提供することで、ミーティングプランナーにとっては簡易的で、出席者

にとっても上質な食事や会議を体験することができます。 

 

「ウェスティン ランチボックス」 コーヒーブレイクの一例 
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具体的には、4 種のメニューから選べるコーヒーブレイク、「日本料理 舞」「広

東料理 龍天門」「フレンチレストラン ビクターズ」といった、ウェスティンホテ

ル東京を代表する 3 つのレストランでランチを愉しめるランチプラン、4 つのカ

テゴリー（全 20 種）から 1 種ずつメニューを選んでお弁当スタイルで愉しめる

「ウェスティン ランチボックス」といったランチプランを揃えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウェスティンホテル東京では、新たなビジネスカルチャーを積極的に提唱し、お

客様のビジネスを最高の状態と最高のパフォーマンスでご堪能いただけるよう支

援いたします。非日常的な空間で、上質なパワーミーティングをお愉しみくださ

い。 

 

魅力満載のミーティングプラン「ウェスティン パワーミーティングプラン」の詳

細は、以下の通りです。 

 

 

「日本料理 舞」 「広東料理 龍天門」 「フレンチレストラン ビクターズ」 

「ウェスティン ランチボックス」 コーヒーブレイクの一例 
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■「ウェスティン パワーミーティングプラン」

期間： 特になし ＊要予約 

料金： 全日ミーティング&ランチプラン 1 名 20,000 円（30 名様以上から） 

半日ミーティング&ランチプラン 1 名 13,000 円（30 名様以上から） 

内容： コーヒーブレイクメニュー（午前）メニューから 4 種を選択 

コーヒーブレイクメニュー（午後）メニューから 4 種を選択

※半日ミーティング&ランチプランは午前のみ

① 「日本料理 舞」でのランチ ※最大 30 名様

② 「広東料理 龍天門」でのランチ ※最大 30 名様

③ 「フレンチレストラン ビクターズ」でのランチ ※最大 80 名様

④ 「ウェスティン ランチボックス」4 つのカテゴリ(全 20 種)から

1 種ずつ選択

※上記ランチプランから 1 つを選択

(メニュー詳細は下記セールス課のアソシエイトまでお問い合わせください)

ご予約・お問合せ： 

セールス課 conference.wetok@westin.com

03-5423-7755 (平日 9:00～19:00 ･ 土日祝 9:00～17:00)

＊ 仕入れの状況により一部変更する場合もございます。 

mailto:conference.wetok@westin.com
mailto:conference.wetok@westin.com
mailto:conference.wetok@westin.com


 

 

ウェスティンホテル東京 
THE WESTIN TOKYO 
 

〒153-8580  東京都目黒区三田1-4-1 

1-4-1  Mita, Meguro-ku, Tokyo 
153-8580  Japan 
 
T  +81.3.5423.7000 
F  +81.3.5423.7600 
www.westin-tokyo.co.jp 

 

■2018 パーティープラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウェスティンホテル東京では 12 月 28 日までの間、ビジネス利用、プライベート

利用の双方に向けた「2018 パーティープラン」をご用意しております。 

宴会・会議サービスは優雅な空間、こだわりの料理、優れた施設、心のこもった

サービスで高い評価を得ており、16 室ある多目的ルームでは、少人数のミーティ

ングからレセプション、パーティー、宴会まであらゆるシーンや要望に最適な会

場、最高の料理ときめ細やかなサービスでお応えし、心に残る 1 日を演出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

懇親会や忘年会など様々なシチュエーションで、当ホテルならではの洗練された

サービスで、心に残るひと時をお過ごしください。 

 

「2018 パーティープラン」の詳細は、以下の通りです。 

■ギャラクシールーム 

大宴会場「ギャラクシールーム」は、1,020 ㎡の広さと 5ｍ
の天井高を誇る壮麗な空間。フロア貸切で約 1,800 ㎡もの広
さになり、大規模なイベントの実施も可能となります。ま

た、フロアに専用の搬入口があるため、自動車などの展示会
にも最適です。 

■スタールーム 

「スタールーム」は 404 ㎡の広さと天井高 4.5ｍの気品とゆ

とりある空間が、パーティーをエレガントに演出します。ま
た、ビルトインプロジェクターとスクリーンが設置されてお
り、講演会や会議にもご利用いただけます。会場は 2 分割が

可能です。 

■楓 

貴族の邸宅を思わせる印象的なインテリアの中宴会場
「楓」。460 ㎡のゆったりとしたスペースは 2 つに分割する

こともでき、展示会や華やかなパーティー、ミーティングと
多目的にご利用いただけます。 
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■2018 年 12 月 28 日までに 50 名以上の利用で期間限定特典 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウェスティンホテル東京では、2018 年 12 月 28 日までに 50 名以上のパワーミー

ティングやイベントを当ホテル内の宴会場にて開催いただくと、2 倍の SPG プロ

ポイント、もしくは期間限定特典をプレゼントいたします。（特典の詳細は下記

セールス課のアソシエイトまでお問い合わせください） 

 

セールス課 conference.wetok@westin.com 

03-5423-7755 (平日 9:00～19:00 ･ 土日祝 9:00～17:00) 

 

 

 

 

 

 

■「2018 パーティープラン」 

期間： ～2018 年 12 月 28 日（金）＊要予約 

料金： 1 名 11,500 円／13,500 円／15,000 円 ※30 名様より 2 時間制 

 

内容：  

・立食ブッフェメニューまたはコースメニュー 
・フリーフロードリンク 
・室料 
・音響照明基本料 

 

宴会場： 

・ギャラクシールーム（地下２階／1,020 ㎡） 
・スタールーム（地下 2 階／404 ㎡） 
・楓（地下 1 階／460 ㎡） 
・桜（地下 1 階／242 ㎡） 
・楠（地下 1 階／112 ㎡） 
・桐（地下 1 階／100 ㎡） 

 

ご予約・お問合せ： 

セールス課 conference.wetok@westin.com 

03-5423-7755 (平日 9:00～19:00 ･ 土日祝 9:00～17:00) 

 

＊ 料金には、税金およびサービス料 13%が含まれています。 

＊ お料理は和洋中のバラエティ豊富なメニューから組み合わせが可能です。 

mailto:conference.wetok@westin.com
mailto:conference.wetok@westin.com
mailto:conference.wetok@westin.com
mailto:conference.wetok@westin.com
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ウェスティンホテル東京について

緑豊かな洗練された街、恵比寿に位置するウェスティンホテル東京は、日本を代 
表するヨーロピアンスタイルのホテルです。ご来館いただくお客様の元気なご滞
在をお手伝いするため、心身の安らぎと活力を与える数々の独自のプログラムを 
提供しております。大きな窓を備えたヨーロピアンスタイルの全客室（438 室） 
には、ウェスティンホテル＆リゾートが安眠を追求し、雲の上の寝心地と称され 
る「ヘブンリーベッド」で快適な睡眠をお約束いたします。 また、ホテル内には
個性豊かな 5つのレストランと3つのバー/ラウンジの他、本 格的スパ「ル・ス
パ・パリジエン」では心身のリラックスに役立つ極上のスパメ ニューをご提供し
ております。大理石の大きな柱を特徴とするロビーや館内随所 に点在するブロン
ズ像、絵画、タペストリーなどの数々の美術品はヨーロピアン スタイルをさらに
演出しています。ホテルの敷地内には、英国のチェルシーフラ ワーショーで何度
もゴールドメダルを獲得した世界的にも有名な景観アーティス ト 石原和幸氏デザ
インによる、都会の中の緑のオアシス「ウェスティン ガーデン」 があり、四季
折々に異なる景観をお楽しみいただけます。

ウェスティンホテル&リゾートについて

ウェスティンホテル＆リゾートは、「ウェルネス＆ホスピタリティ」分野におけ
るリーダーとして、お客様が旅の途中であっても、ウェルビーイングを取り戻す
お手伝いをしています。ウェスティンは、約 40 の国と地域に 225 以上のホテル
やリゾートを展開しており、ゲストだけでなくホテルを取り巻く地域のコミュニ
ティや、従業員のためのウェルビーイングを向上させるために、情熱を注いでい
ます。ブランドを象徴するヘブンリーベッドをはじめ、栄養価の高いスーパーフ
ード RX™を使用したメニュー、RunWestin やニューバランス ギアレンディング
などのアクティブな取り組み、TRX やペロトンによる最先端の設備を備えたフィ
ットネス施設など、ウェルビーイングを構成する Sleep Well、Eat Well、Move
Well、Feel Well、Work Well、Play Well の 6 つの柱をご体験いただくプログラム
を用意しています。詳細については、http://www.westin.com をご覧ください。
また、Twitter や Instagram （@westin）、 Facebook（facebook.com/Westin）で
最新情報をご案内しています。

【本件に関する取材等のお問い合わせ先】 

海外メディア担当： 

Henry Cheung：henry.cheung@westin.com 
TEL: 03-5423-7716（直通） 

国内メディア担当： 

ウェスティンホテル東京 PR 事務局 担当：前田、楠、岩崎

E-MAIL：westin@pr-office.net

TEL：03-6894-3200 

http://www.westin.com/
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