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「25 周年記念特別プラン」 
日頃のご愛顧に感謝を込めた“特別なおもてなし”を全館にご用意 

25 万円の宿泊プランやレストラン・バー全店で 25%OFF も 
 

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、            

2019 年 10 月 14 日(月)に開業 25 周年を迎えます。25 年間の感謝を込めて、リムジ

ンでのお迎えや特別ディナーがついた宿泊プランや、スパプラン、ウェディング              

プランなど、ホテル全館で「25 周年記念特別プラン」をご用意いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リムジンでの迎車や特別ディナー、スパトリートメント、イニシャル入りバスロー

ブなど、25 周年記念だけの特典をおつけした 25 万円の宿泊プラン「グランドセレ

ブレーションプラン」、25 年熟成の希少なウィスキーや人気のクラフトジンを特別

料金でお楽しみいただける「スペシャルテイスティングセット」、25 のアイテムを

盛り込んだフルパッケージウエディングプラン「25th Anniversary Plan」などをご

用意し、四半世紀にわたりご愛顧いただいた皆様に感謝の気持ちをお届けします。 

ウェスティンホテル東京はこれからも、ウェスティンホテル＆リゾートが掲げる「ウェ

ルビーイング」のコンセプトのもと、お客様が心から安らぎ、そして活力にあふれ

る「Stay Well (上質なご滞在)」をご体験いただける様々なプログラムやサービス

を提供してまいります。 

 

詳細は、次ページ以降をご覧ください。 

ウェスティンホテル東京 開業 25 周年 四半世紀の感謝の気持ちを込めて 
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インペリアルスイート 

 

 

25 年の感謝の気持ちを込めて、リム

ジンでのお迎えや 25 周年記念特別

ディナー、お名前刺しゅう入りウェス

ティンホテルバスロープのプレゼント、

スパ「ル・スパ・パリジェン」のスイー

トでのカップルトリートメントなど、

25 周年記念だけの特典がついた 25万

円の宿泊プランです。贅をつくした極

上の滞在で、思い出深く上質なひとと

きをお過ごしください。 

 

▼期間：2019 年 12 月 31 日(火)まで 

▼料金：1 泊 1 室 2 名様 ￥250,000 （税・サービス料別） 

▼プラン内容： 

- プレジデンシャルスイートまたはインペリアルスイートでの宿泊 

- リムジンでの迎車 

- 「ドン・ペリニョン」のボトルやウェスティンローズのブーケの特別なアメニティ 

- 下記レストランでの 25 周年記念特別ディナー 

 フレンチレストラン「ビクターズ」、広東料理「龍天門」、日本料理「舞」、 

 鉄板焼「恵比寿」より選択 

- お名前刺しゅう入りウェスティンバスローブのプレゼント(2 名様分） 

- 「ル・スパ・パリジェン」のスイートでのカップルトリートメント 

- フレンチレストラン「ビクターズ」のセレブリティブレックファスト(2 名様分） 

- ウェスティンクラブフロア専用ラウンジ(ウェスティンクラブラウンジ)のご利用 

- ご滞在中の無料ミニバーのご利用 

- 午後 4 時のレイトチェックアウト 

 

▼ご予約・お問い合わせ：TEL03-5423-7000（代表） 

 

※記載の料金は税抜き価格です。別途消費税、サービス料、宿泊税がかかります。 

※ご宿泊日の 2週間前までのご予約が必要です。 
※リムジンでの迎車サーピスは東京 23区および成田空港とホテル間に適用されます。 

※レストランとスパは事前予約が必要です。 

空き状況によりご利用いただけない場合がございます。 

※ウェスティンローズブーケは季節によって内容が変更になる場合がございます。 

※この特別オファーでご利用いただけるお部屋の数には限りがございます。 

※空室状況によりご利用いただけない場合がございます。 

※レイトチェックアウトは空室状況によりご利用いただけない場合がございます。 

※10 部屋以上の団体のお客様は対象外です。 

※他のキャンペーンやプロモーションとの併用はできかねます。またこの特別オファーは予告なく変更、

中止となる場合がございますのでご了承ください。 

 

 

 

 

＜ウェスティンホテル東京 25周年記念＞グランドセレブレーションプラン 
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エグゼクティブスイート 

 

 

ボトルシャンパーニュのアメニティや Marriott 

Bonvoy のボーナスポイント、無料ミニバー利

用などの特典がついた特別な宿泊プランです。 

優雅な滞在をお楽しみください。 

 

 

 

 

 

▼期間：2019 年 12 月 31 日(火)まで 

▼料金：1 泊 1 室 ￥35,000～（税・サービス料別） 

▼プラン内容： 

-  “雲の上の寝心地”で知られる「ヘブンリーベッド」を備えた、ホテル高層階のエ

グゼクティブ ルームまたはスイートでの宿泊 

- Marriott Bonvoy のポイントを 1 泊あたり 2,500 ポイントプレゼント 

- モエ・エ・シャンドンのボトルと特別なアメニティ 

- ウェスティンクラブフロア専用ラウンジ(ウェスティン クラブ ラウンジ)へのア

クセスとイブニングカクテルや軽食などのサービス 

- 22 階フレンチレストラン「ビクターズ」の優雅な「セレブリティ ブレックファ

スト」、または 1 階インターナショナル レストラン「ザ・テラス」でのバラエティ

豊かなブッフェ式朝食 

- ご滞在中の無料ミニバーのご利用 

- 午後 4 時のレイトチェックアウト 

 

▼ご予約・お問い合わせ：TEL03-5423-7000（代表） 

 

※記載の料金は税抜き価格です。別途消費税、サービス料、宿泊税がかかります。 

※事前のご予約が必要です。 

※記載の料金は１泊１室の料金で、ご予約時の空室状況により変動します。空室状況によりご利用いた

だけない場合もございます。 

※この特別オファーでご利用いただけるお部屋の数には限りがございます。 

※レイトチェックアウトは空室状況によりご利用いただけない場合がございます。 

※10 部屋以上の団体のお客様は対象外です。 

※他のキャンペーンやプロモーションとの併用はできかねます。またこの特別オファーは予告なく変更、

中止となる場合がございますのでご了承ください。 

※当特典の除外日やその他の制限が適用となる場合がございます。 

 

  

＜ウェスティンホテル東京 25周年記念＞アニバーサリーセレブレーションプラン 
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■ザ・バー「ウィスキーフライト」 

25 周年にちなみ、25 年熟成の希少なウィス

キー5 種類をお好みでお選びいただき、特別

価格でご提供いたします。 

「山埼 25 年」「白州 25 年」「倉吉 25 年」

「オルトモア 25 年」「デュワーズ 25 年」 

 

▼期間：9 月 1 日(日)～10 月 14 日(月) 

▼時間：11：00～24：30 

▼場所：エグゼクティブバー「ザ・バー」 

▼料金：1 種類 ¥2,500、3 種類 ¥7,000、5 種類 ¥11,000（税・サービス料別） 

※各 10ml のご提供となります。 
※1 日につき 1 名様 1 オーダーに限ります。 

 

▼ご予約・お問い合わせ：エグゼクティブバー「ザ・バー」TEL03-5423-7285 

 

■コンパスローズ「クラフトジンワールドフライト」 

受賞暦のある最高品質のクラフトジンと、話

題のジャパニーズクラフトジン合計8種類が

エントリー。お選びいただいた 3 種類を特別

価格でご提供いたします。 

「ヘンドリックスジン」★「モンキー47」★ 

「バスタプジン」★「桜尾ジン」★◇ 

「季の美」★◇「六」◇「コマサジン」◇ 

「油津吟」◇ 
★ 受賞歴のあるクラフトジン 
◇ ジャパニーズクラフトジン 

 

▼期間：9 月 1 日(日)～10 月 14 日(月) 

▼時間：平日 16：00～24：30 土日祝日 14：00～24：30 

▼場所：スカイラウンジ「コンパスローズ」 

▼料金：3 種類 ¥2,500 （税・サービス料別） 

▼ご予約・お問い合わせ：スカイラウンジ「コンパスローズ」TEL03-5423-7283 

  

＜ウェスティンホテル東京 25周年記念＞スペシャルテイスティングセット 
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レストラン・バー全店、ディナータイムのご飲食を 25%OFF にてご提供いたしま

す。9 月 1 日（日）～10 月 14 日（月）の期間中、17 時以降のご入店で、コース、

単品、ドリンク類を含むすべてのご注文が対象になります。ホテルが誇る料理の数々

を、この機会に是非ご堪能ください。 

 

▼期間：9 月 1 日(日)～10 月 14 日(月) 

対象店舗：フレンチレストラン「ビクターズ」、日本料理「舞」、広東料理「龍天

門」、鉄板焼「恵比寿」、インターナショナルレストラン「ザ・テラス」、スカイ

ラウンジ「コンパスローズ」、エグゼクティブ バー「ザ・バー」、ロビーラウン

ジ「ザ・ラウンジ」 

 

▼ご予約・お問い合わせ： TEL03-5423-7000（代表） 

 

※17:00 以降のご入店で、コース・単品、ドリンク類を含むすべてのご注文に適用されます。 

※1 日につき、1 店舗 1 回のご来店に限ります。 

※同日、別店舗へのご来店にも適用されます。 

※イべントや特別メニューは適用外、他の割引、特典との併用はできかねます。 

※ザ・バーとコンパスローズの 25 周年テイスティングセットは適用外となります。 

※ご予約は各レストランで承ります。 

 

 

 

 

 

『ル・スパ・パリジエン』で 1 番人気の筋膜セ

ラピーを、特別なアロマオイルで行う癒しのボ

ディプランをご用意します。筋肉や細胞を覆う

コラーゲン繊維である筋膜を引き延ばし、お身

体の可動域を広げ、全身（腹部を除く）のコリ

をほぐしていきます。通常メニューでは使用し

ないホットモデリングオイルは、独自の配合で、

全身に温かく、深く浸透し、滞った毒素や過剰

な水分を外へと流してくれます。90 分で疲労

回復やリラクゼーション効果、美肌効果を与え

てくれるスペシャルプランです。 

 

 

 

▼期間：9 月 1 日(日)～10 月 14 日(月) 

▼料金：90 分￥24,750（税込：通常価格￥33,000 25%OFF） 

▼ご予約・お問い合わせ：スパ「ル・スパ・パリジエン」TEL03-5423-7002 

 

  

＜ウェスティンホテル東京 25周年記念＞ ディナータイム限定特別オファー 

＜ウェスティンホテル東京 25周年記念＞ 25周年アニバーサリースパプラン 
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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」。

25 周年を記念して、ベッド本体とベッディング

を組み合わせた「ヘブンリーベッド コンプリート

セット」を特別価格でご用意いたしました。届い

たその日から雲の上の寝心地をお楽しみいただけ

ます。 

 

▼料金：シングルセット 379,375 円～（税別） 

※セット価格より 25％OFF の優待価格でご案内します 

例：シングルセット 502,500 円を 379,375 円 

各サイズのセット価格はお問い合わせください。 

 

▼ご予約・お問い合わせ：ウェスティンホテル東京 宿泊部 ホテルリテール課 

TEL03-5423-7627   Email: logoshop.tokyo@westin.com 

 

 

 

 

いつまでも心に残る理想の一日を、心を込めて

お手伝いしたい。そんな25年の想いとともに、

これからも永遠に色あせることのないおふたり

の大切な物語を紡いでまいります。そして 25

年の感謝の気持ちを込めて、25 のアイテムを盛

り込んだ特典満載のフルパッケージプランと、

総料理長監修のもとホテルが誇るフランス料理、

日本料理、広東料理の 3 つのレストランの妙を

ひとつに仕上げた 25 周年だけのスペシャルコース料理をご用意いたしました。 

 

▼料金：40 名様￥2,087,000（税・サービス料込）※1 名様追加料金￥29,500 

▼期間：2019 年 10 月 1 日から 2020 年 3 月 31 日までのご婚礼 

 

▼内容： 

・お料理（25 周年記念のスペシャルコース） 

・お飲物（乾杯用シャンパン含む） 

・フリードリンク（乾杯用シャンパン以外） 

・ウェディングケーキ等 25 アイテム 

 

▼25th ANNIVERSARY PLAN 特典： 

・挙式当日の新郎・新婦様のご宿泊ご招待 

・結婚 1 周年記念ディナーご招待 

・クラブマリオット 1 年間の会員特典 他 

 

▼ご予約・お問い合わせ：「ウエディングアトリエ」TEL03-5423-7700 

＜ウェスティンホテル東京 25周年記念＞ 25th Anniversary Plan 

＜ウェスティンホテル東京 25周年記念＞ ヘブンリーベッド コンプリートセット 
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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、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェ
ルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する6つの柱、
Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Wellを通じ、ゲ
ストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約40の国と地域
に225軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブン
リーベッド、革新的なギアレンディングプログラムや、ブランドを代表するフィッ
トネススタジオであるWestinWORKOUT™内のTRXのジム設備、美味しく栄養豊
富なお食事メニューなど、ゲストに幅広いウェルネスサービスをご体験いただけま
す。詳細については、www.westin.comをご覧ください。また、 Facebook
（facebook.com/Westin）、Twitterや Instagram （@westin）で最新情報をご案内
しています。ウェスティンは、これまでのマリオット リワード、ザ・リッツ・カー
ルトン・リワード、スターウッドプリファードゲスト（SPG）に代わり新たに誕生
したマリオットの旅行プログラム、Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）に
参加しています。Marriott Bonvoyは会員の皆さまに並外れたグローバルブランド
ポートフォリオやMarriott Bonvoy Momentsでの体験、そして無料ホテル宿泊に向
けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典を
お 届 け し ま す 。 無 料 会 員 登 録 や プ ロ グ ラ ム 詳 細 に つ い て は 、
MarriottBonvoy.marriott.comをご覧ください。 
 
 

【本件に関する取材等のお問い合わせ先】 

ウェスティンホテル東京  マーケティング コミュニケーションズ  
海外メディア担当： Henry Cheung  
E-MAIL: henry.cheung@westin.com / TEL: 03-5423-7716（直通） 
 
国内メディア担当：長田 彩子   
E-MAIL: saiko.osada@westin.com / TEL: 03-5423-7716（直通） 

 
ウェスティンホテル東京  PR 事務局  

担当：小池、正山、楠 
E-MAIL: westin@pr-office.net / TEL: 03-6894-3200 
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