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今年の GWは都内のホテルで密を避けてご家族との大切な時間を 

GW限定のステイプランとイベントの提供開始 

～限定イベントでは、パン・カップケーキ作り体験教室やディナーセレクションを開催～ 

 
 ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：山下 信典）は、春にご家族との大切な時間をホテルでお過

ごしいただけるプランやイベントをご用意しました。 

ゴールデンウィーク限定のステイプランとして、お子様用アクティビティとお子様の年齢に合わせたアメ

ニティをご用意した「ファミリーフレンドリーステイプラン」、昨年人気だったプランを期間限定で復活し

た「東京雲海×ゴールデンウィーク ガーデンビュー確約プラン」の提供を始めました。 

また、ゴールデンウィークを安心安全にお楽しみいただけるイベントとして、体験教室とランチがセット

になった「ゴールデンウィーク パン・カップケーキ作り体験教室＆ランチ 2021」と、人気のメニューが勢

揃いするブッフェスタイルの「東京雲海 ゴールデンウィーク ディナーセレクション 2021」を期間限定で開

催いたします。 

 

◇ゴールデンウィークは都内ホテルで！家族で大切な時間を過ごせるステイプラン 

 遠出が難しいことが予想される今年のゴールデンウィークは、お子様連れのお客様でも安心してご利用い

ただけるステイプランをご用意しました。「ファミリーフレンドリーステイプラン」は、プラン限定のお子

様用キッズアクティビティ「七福神巡りMAP」をプレゼント。庭園内で七福神をすべて見つけることができ

たお子様には、客室内で組み立てて＆塗り絵として遊べるホテルオリジナル「ペーパークラフト」をお渡し

します。また、お子様の年齢に合わせ、キッズアメニティやベビーアメニティをご用意いたします。 

 

◇体験教室とランチがセットになったイベントやディナーセレクションも登場 

 ホテルのコックと一緒にパン＆カップケーキ作りに挑戦できる、ご家族でご参加いただける体験教室を開

催いたします。体験教室終了後には、シェフ特製ランチをご提供。大人は「彩り和膳」、小学生以下のお子様

は「特製 お子様ランチプレート」をお召し上がりください。 

 また、サーロインローストビーフやイクラ丼、ホテル伝統料理にデザートなど人気のメニューが勢ぞろい

するブッフェスタイルの「東京雲海 ゴールデンウィーク ディナーセレクション 2021」も特定日限定で開催。

料理ステーションでは、手袋ご着用のうえお客様ご自身でお取りいただくか、一部お料理はホテルスタッフ

よりお取り分けをいたしますので、安心してご利用いただけます。 



 

お子様用アクティビティと、お子様の年齢に合わせたアメニティをご用意した「フ

ァミリーフレンドリーステイプラン」。お子様用アクティビティ「七福神巡りMAP」

をお渡しいたします。庭園内で七福神をすべて見つけることができたお子様には、

客室内で組み立て、塗り絵として遊べるホテルオリジナル「ペーパークラフト」を

プレゼント。キッズアメニティやベビーアメニティなど、お子様の年齢に合わせた

アメニティもご用意いたします。 

 

■期間  ：2021年 4月 28日（水）～ 5月 5日（水） 

■料金  ：プライムスーペリア シティビュー（45 ㎡）  

1室 2名様ご利用時 47,400円～ 

プライムエグゼクティブスイート シティビュー（60㎡） 

1室 2名様ご利用時 73,100円～ 

■内容  ：・選べるレストランでのご朝食（洋食または和食） 

・お子様用キッズアクティビティ「七福神巡りMAP」 

庭園内で七福神をすべて見つけたらコンシェルジュデス

クまでお持ちください。 

すべて見つけることができたお子様には、客室内で組み

立て、塗り絵として遊べるホテルオリジナル「ペーパー

クラフト」をプレゼント。 

・お子様の年齢に合わせたアメニティのご用意 

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

■URL  ： 

https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1241&hi_id=47&lang=ja-JP  

 

 

 

 

昨年人気だったプランが好評につき期間限定で復活します。 

ガーデンビュー確約プランのため、お部屋は東京雲海と芽吹き始めたまばゆい緑

を楽しみいただけます。また、お部屋には「メレンゲシャンティ～雲～」をお届け

します。雲をイメージしたサクサクのアーモンド風味のメレンゲに、シェリー酒

で上品に香りづけしたシャンティクリームをサンドした軽い食感のケーキです。 

 

■期間  ：2021年 4月 24日（土）～ 5月 5日（水） 

■料金  ：プライムスーペリア ガーデンビュー（45 ㎡）  

1 室 2 名様ご利用時 56,300円～ 

プライムエグゼクティブスイート ガーデンビュー（60㎡） 

1 室 2 名様ご利用時 77,900円～ 

■内容  ：・選べるレストランでのご朝食（洋食または和食） 

・雲海をイメージしたケーキ「メレンゲシャンティ～雲～」 

15:00～18:00の間にお部屋に人数分お届けします。 

ご予約時にお届け時間とお飲み物のご希望をお知らせください。 

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

■URL  ： 

https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1239&hi_id=47&lang=ja-JP  

 

 

 

 

東京雲海×ゴールデンウィーク ガーデンビュー確約プラン 

＜ゴールデンウィーク限定キッズアクティビティ付き＞ファミリーフレンドリーステイプラン 

https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1241&hi_id=47&lang=ja-JP
https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1239&hi_id=47&lang=ja-JP


 

ゴールデンウィーク限定で、パン、カップケーキ作りの体験教室とランチ

がセットになったイベントを開催いたします。毎年好評のパン作りとあ

わせて、今年はチーズ風味のパイナップルカップケーキ作りも同時に行

います。作り方は講師を務めるホテルのコックがやさしく教えるため、初

めての方も安心してご参加いただけます。完成したパン＆ケーキはぜひ

お土産として、お持ち帰りいただけます。 

 また、体験教室の後は、シェフ特製のランチをお楽しみください。さら

に、お食事の前後には、さながら森のような庭園の散策や東京雲海の奇跡

の絶景をご家族皆様でお楽しみいただけます。 

 

■期間  ：2021年 4月 24日（土）、25日（日）、5月 2日（日）～5日（水・祝） 

■時間  ：受付・集合 10:30／体験教室 11:00～12:30／食事 12:30～14:00 

■会場  ：ホテル棟 宴会場 

■料金  ：大人 8,000円／小学生・幼児（3歳～）5,000円 

   ※消費税、サービス料込 

■内容  ：<体験教室> 

パン＆パイナップルカップケーキ作り 

<お食事> 

料理／大人 彩り和膳 

   小学生・ 幼児（3歳～） 特製 お子様ランチプレート 

飲物／フリードリンク（ソフトドリンクのみ） 

<持ち物> 

エプロン・マスク ※体験教室中はマスクのご着用をお願いいたします。 

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-1140（9：00～19：00） 

■URL  ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/golden_week_bread_and_cupcake_cooking2021/ 

 

＜宿泊付きプランもご用意＞ 

■料金     ：プライムスーペリア シティビュー（45 ㎡）  

1室大人 2 名 お子様 1名ご利用時 61,000円～ 

プライムデラックス 和洋室（64㎡） 

1室大人 2名 お子様 1名ご利用時 87,400円～ 

※体験教室に参加するお子様の人数によって料金が異なります。 

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

■URL  ： 

https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1240&hi_id=47&lang=ja-JP 

 

※仕入れ状況および、国内外の状況によりサービス・内容を変更する場合がございます。 

 

 

 

 

 サーロインローストビーフやイクラ丼、ホテル伝統料理にデザートなど人気のメニューが勢ぞろい。お好きな

ものをお好きなだけ、思う存分お召し上がりいただけます。ご家族や大切な方とご一緒に楽しく美味しいひとと

きをお過ごしください。お食事の前後には、さながら森のような庭園の散策や東京雲海・千の光に包まれる奇跡

の絶景をお楽しみください。 

 

■期間  ：2021年 4月 24日（土）～ 5月 5日（水）※期間中、特定日開催 

■時間  ：17:00～19:00 

※お食事開始時間の約 30分前より受付いたします。 

東京雲海 ゴールデンウィーク ディナーセレクション 2021 

～ 東京雲海 概要 

ゴールデンウィーク パン・カップケーキ作り体験教室＆ランチ 2021 

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/golden_week_bread_and_cupcake_cooking2021/
https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1240&hi_id=47&lang=ja-JP


■会場  ：バンケット棟 宴会場  

■料金  ：大人（13歳～）  12,000円 

小学生（6～12歳） 5,000円 

幼児（3～5歳）  3,000円 

※消費税・サービス料込 

■内容      ：＜料理ステーション＞ 

・キッシュローレン 

・川嶋シェフの特製焼売 

・チキンの甘味噌炒め 

・サーロインローストビーフ 

・イクラ丼 

・海老の天ぷら 

・特製牛すじカレー、マイルドビーフカレー 

・本日のおすすめフルーツタルト 

・煌めく炎の演出！チェリージュビレ 

・雲海ショートケーキ 

＜ドリンクステーション＞ 

・ドリンクステーションよりお好きなお飲み物をお選びくだ  

 さい 

（オリジナルスパークリングカクテル・赤・白ワイン、 

 ビール、焼酎、ウイスキー、ソフトドリンク） 

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-1140（10:00～19:00） 

■URL  ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/golden_week_dinner2021/  

 

＜宿泊付きプランもご用意＞ 

■料金       ：プライムスーペリア シティビュー（45 ㎡）  

1室 2名様ご利用時 70,500円～ 

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

■URL  ： 

https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?hi_id=47&lang=ja-JP 

 

 

 

 

 ご家族の記念日を、おうち時間より少し贅沢に、ホテルでお過ごしいただける

アニバーサリーステイプラン。お子様連れに嬉しい広々とした客室に、思い出の写

真をケーキにした「世界に一つのオリジナルフォトケーキ」とご夕食をお届けいた

します。誕生日、入学、進級などお祝いの喜びを、非日常の空間と演出で記憶に残

る思い出に。ご家族が集まりやすいゴールデンウィークのご利用がおすすめです。 

 

■期間  ：2021年 4月 12日（月）～ 6月 30日（水） 

■料金  ：プライムデラックス シティ/ガーデンビュー（55㎡～） 

1室 2名様 96,400円～ 

和室スイート（83㎡） 

1室 4名様 233,600円～ 

ビューバススイート（93㎡） 

1室 2名様 225,900円～ 

■内容  ：・お部屋でのご夕食 

    前菜 3種盛り合わせ、ミネストローネ、旬魚のポアレと国産牛フィレ肉のステーキ、 

    クレームブリュレ、グラスの赤ワイン（ノンアルコールに変更可） 

世界に一つ "オリジナルフォトケーキ"で祝うアニバーサリーステイ 



・選べるご朝食（洋食または和食） 

・オリジナルフォトケーキ（5号／直径 15センチ）1台付き 

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

■URL  ： 

https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1219&hi_id=47&lang=ja-JP  

 

 

 

 

 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 マーケティング部門  担当：小田・工藤・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、森川、児玉 

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。 

ホテル椿山荘東京とは 

https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1219&hi_id=47&lang=ja-JP
mailto:pressroom@hotel-chinzanso.com
mailto:hotel-chinzanso-tokyo@scramble.jp

