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ハロウィンやクリスマスに、ホテルの味をご自宅でも楽しめる出張シェフサービス

「出張シェフ–Private Chef–」を 10 月 1 日より予約スタート
また、
“ステイケーション”や“ワーケーション”などにもぴったりな
最大通常の半額料金で泊まれるお得な長期滞在プランも登場

ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：山下 信典）は、ホテルシェフが腕を振るい本格フランス料
理をご提供する出張シェフサービス「出張シェフ–Private Chef–」を、2020 年 10 月 1 日（木）より予約開始い
たします。
また、通常料金よりお得にお泊りいただける「長期滞在プラン ラグジュアリーステイ～第二の我が家～」
と「長期滞在プラン シンプルステイ」も提供開始いたします。
コロナ禍において、生活様式は大きく変化し続けています。デリバリーサービスやテイクアウト商品の需
要が高まり、現在も感染リスク軽減のため、外出や外食を控える傾向にあります。
今回提供を開始する「出張シェフ–Private Chef–」は、ホテルシェフが東京都 23 区エリア内のお客様のご自
宅へ伺い、キッチンで調理から料理提供、後片付けまでするシェフ出張サービスです。安心できるプライベ
ート空間で、シェフが振る舞うお食事とともに心に残るひとときをお過ごしいただけます。
また、用途に合わせて使い分けることができる、2 種類の長期滞在プランを新たに提供いたします。さま
ざまな特典付きで、1 泊あたりの最大通常料金が半額となるお得なプランです。
◇ホテルの本格フレンチをご自宅で！家にいながら非日常を体験できる出張シェフサービス
「出張シェフ–Private Chef–」では、伝統息づくホテルシェフのフレンチをご自宅でお楽しみいただけます。
ご利用人数分の食器、カトラリーの用意をはじめ、食材準備から調理に盛付け、料理のご提供、片付けまで
行います。大切な方の誕生日や記念日、ご家族でのお食事会、これから控えるハロウィンやクリスマスなど
さまざまなシーンでご利用いただけます。ご移動や周囲を気にすることなく、リラックスできるご自宅で、
ホテルシェフが作るお料理で至福のひとときをお楽しみいただけます。
◇ソムリエなどの専門講師がご自宅に伺い、マナー講習会やワイン愛好会の開催も
ソムリエ、テーブルマナー講師、1 級レストランサービス技能士といった専門の講師がご自宅に伺う有料
プランもご用意。ご自宅でのテーブルマナー講習会や、ワイン愛好会をお楽しみいただけます。

◇ホテルを“第二の我が家”に。ホテルステイを快適にサポートする特典付き長期滞在プラン
当ホテルには、ファミリータイプのマンションに匹敵する広さ（83 ㎡）で、長期滞在でもストレスフリー
でお過ごしいただけるよう簡単なキッチン、冷蔵庫、洗濯乾燥機を装備した「長期滞在型スイート」があり
ます。
都内近郊への通院拠点や、リフォーム・お引っ越し時の仮住まいとして長期滞在を予定しているお客様な
どにおすすめのプラン「長期滞在プラン ラグジュアリーステイ～第二の我が家～」では、料理長・レストラ
ン担当支配人によるお食事の事前相談（希望制）や、23 区内にタクシーでホテルからお送り（週 2 回分）と
いった 10 の特典などが付いています。また、ペットご同伴の場合、ペット滞在料が半額になる特典も。
「長期滞在プラン シンプルステイ」では、館内レストラン・ルームサービスの割引やスパ施設の利用半
額など最低限の特典でビジネスやワーケーションなどの需要にご対応。広大な庭園を有し文京区の閑静な住
宅街に位置するホテル椿山荘東京で、都会の喧噪を忘れ「第二の我が家」として安らぎのご滞在をご堪能く
ださい。

「出張シェフ–Private Chef–」
■期間

：2020 年 10 月 1 日（木）～12 月 31 日（木）
※除外日：12 月 23 日（水）～25（金）
、29（火）～31（木）
■時間
：11:30～19:30（L.O）
※シェフの滞在時間は約 4.5 時間が目安となります。
（事前準備 1.5 時間、お食事 2 時間、後片付け 1 時間）
■コース・料金
：①フランス料理 A コース（6 品） お一人様 18,000 円
※消費税・サービス料（10％）別、運搬費（6,000 円）別。
＜メニュー例＞
・人参のムース 雲丹とコンソメのジュレ
・ラングスティーヌのポワレ セップのリゾット ライムのパルファム
・真鯛とホタテ貝ポワレ 白葱のミジョテ ヴァンブランソース
・牛フィレ肉とフォアグラポワレ ロッシーニスタイル
・無花果とマスカルポーネのティラミス ソースグリオット
・パン 2 種
②フランス料理 B コース（7 品） お一人様 21,000 円
※消費税・サービス料（10％）別。運搬費（6,000 円）別。
＜メニュー例＞
・カリフラワーのムース トマトのジュレと海の幸アクセント
・琥珀色 ダブルコンソメスープ金箔飾り
・フォアグラのポワレと鴨の軽いスモーク フランス産キノコ添え ポルト酒のレディクション
・オマールエビのポワレ・ホタテ貝・鮑のマリアージュ ソースクリスタッセ
・牛フィレ肉のポワレ 季節野菜のグリルとフォンダン ソースペリグー
・無花果とマスカルポーネのティラミス ソースグリオット
・パン 2 種
※上記例は状況により、サービス・内容を変更となる場合がございます。
③専門講師による講習（サービススタッフ 1 名につき）15,000 円
■出張エリア
：東京都 23 区内（食品管理上、ホテルから車で 1 時間ほどでご訪問できるエリアのみ）
■ご利用人数
：4 名様～12 名様
■ご予約・お問い合わせ：03-3943-5489（9:00～20:00）
■URL
：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/page/private-chef/

長期滞在プラン ラグジュアリーステイ～第二の我が家～
■販売期間

：～2021 年 6 月 30 日（水）
※2021 年 1 月 31 日（日）までのご宿泊は GoTo トラベルキャンペーンの適用対象
■料金
：プライムスーペリア（45 ㎡）
・2 ウィークリー（14 泊）
504,000 円～（36,000 円～/日）
・マンスリー（30 泊）
1,008,000 円～（33,600 円～/日）
プライムデラックス （55～60 ㎡）
・2 ウィークリー（14 泊）
672,000 円～（48,000 円～/日）
・マンスリー（30 泊）
1,344,000 円～（44,800 円～/日）
プライムエグゼクティブスイート （60 ㎡）
・2 ウィークリー（14 泊）
812,000 円～（58,000 円～/日）
・マンスリー（30 泊）
1,620,000 円～（54,000 円～/日）
長期滞在型スイート （83 ㎡）
・2 ウィークリー（14 泊）
1,351,000 円（96,500 円/日）
・マンスリー（30 泊）
2,700,000 円（90,000 円/日）
（正規室料 1 泊 181,500 円）
※2 名 1 室の場合の 1 名様料金
※消費税・サービス料込・東京都宿泊税別
※プラン詳細、料金は URL をご参照ください。
■ご滞在時の特典 ：①館内レストラン・ルームサービスのご利用
（2 ウィークリープランの場合 10%OFF、マンスリープランの場合 20％OFF）
②ご成約時にトライアルプラン 1 泊分の返金対応
③料理長・レストラン担当支配人によるお食事の事前相談（希望制）
④下着のランドリー無料
⑤その他ランドリー・ドライクリーニング半額
⑥駐車場および日中のバレットパーキングサービス無料
⑦23 区内にタクシーでホテルからお送り 週 2 回分（要予約）
⑧ホテル 2 階スパ（プール･温泉･フィットネスジム）無料
⑨1 日 1 回のランナーズフィー（ホテル外への買い物代行手数料）無料
⑩コンシェルジュにて、館内レストランの優先予約
＜ペットご同伴の場合＞
①ペット滞在料 半額（通常 1 泊 7,127 円のところ、3,563 円）
②プライベートドッグパークの事前予約 週 2 回分
③ペットシッターのお手配（有料）
④動物病院のご紹介
■ご予約・お問い合わせ：03-3943-0996（9:00～20:00）
■URL
：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/wp/wp-content/uploads/20200925luxury_longstay.pdf

長期滞在プラン シンプルステイ
■販売期間
■料金

：～2021 年 6 月 30 日（水）
※2021 年 1 月 31 日（日）までのご宿泊は GoTo トラベルキャンペーンの適用対象
：長期滞在型スイート（83 ㎡）ガーデンビュー・ツイン
リビングルーム+ベッドルーム+バスルーム、キッチン･冷蔵庫･炊飯機･洗濯乾燥機付
・ウィークリー（7 泊） 560,000 円（80,000 円/日）
・マンスリー（30 泊）
2,100,000 円（70,000 円/日）
（正規室料 1 泊 181,500 円）
プライムエグゼクティブスイート（60 ㎡）ガーデンビュー・ツイン or キング
リビングルーム+ベッドルーム+バスルーム
・ウィークリー（7 泊） 441,000 円（63,000 円/日）
・マンスリー（30 泊）
1,590,000 円（53,000 円/日）
（正規室料 1 泊 104,060 円）
プライムスーペリア（45 ㎡）ガーデンビュー・ツイン or キング

ベッドルーム+バスルーム
・ウィークリー（7 泊） 236,600 円 （33,800 円/日）
・マンスリー（30 泊）
939,000 円 （31,300 円/日）
（正規室料 1 泊 72,600 円）
※2 名 1 室の場合の 1 名様料金
※定員 1 名様～3 名様
※消費税・サービス料込・東京都宿泊税別
■ご滞在時の特典 ：①館内レストランの割引
（ウィークリープランの場合 10%OFF、マンスリープランの場合 20％OFF）
②ホテル 2 階スパ（プール･温泉･フィットネスジム）を通常料金の半額で利用可能
③ホテル専用駐車場を 1 台分利用可能（無料）
④ランドリー･ドライクリーニングサービスを通常料金の半額で利用可能
⑤コンシェルジュにて、館内レストランの優先予約
■ご予約・お問い合わせ：03-3943-0996（9:00～20:00）
■URL
：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/wp/wp-content/uploads/20200925simple_longstay.pdf

ホテル椿山荘東京とは
ホテル椿山荘東京は、都心にありながら、森のような庭園の中に建つホテルです。「世界をもてなす、日
本がある。」をコンセプトに、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 マーケティング課
担当：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：馬場、児玉、重田（おもだ）
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。

