
 

東京ステーションホテル 

Share the Joy of Christmas 2018 
フェスティブシーズンを華やかに過ごす 

「クリスマス限定メニュー」登場 
今年も人気のクリスマスディナー＆ライブを開催します！ 

 

 

 

 

 

 

東京駅丸の内駅舎に位置する東京ステーションホテル（所在地：東京都千代田区丸の内 1-9-1）では

今年も〈共に喜びをわかちあうひとときを〉をテーマに、「Share the Joy of Christmas 2018」と題して館内

をクリスマス装飾で彩り、各レストランでクリスマスディナーやオリジナルカクテルをお届けいたします。 

また毎年人気のクリスマスディナー＆ライブを今年も開催いたします。 

メインダイニングのレストラン〈ブラン ルージュ〉では、贅をつくした食材で織り

成すスペシャルディナーをご賞味いただけます。バー＆カフェ〈カメリア〉では

ドリンクがセットになった“オールインワンディナー”を、〈ロビーラウンジ〉では

最もお得なクリスマスコースを、そしてゲストラウンジ〈アトリウム〉では駅舎の

屋根裏空間でクリスマスソングを聴きながらのクリスマスディナーをご用意。

一つのホテルで、様々なシチュエーションに合わせてディナーを選べるのが特徴

です。 

その他、4 年目を迎えるクリスマスチャリティオーナメントや、クリスマス限定

の宿泊プラン「Two of Us」も販売いたします。  

ロビーやアトリウムに設置する“White Tree”のシャンパンゴールドのイルミネーションに包まれて、 

華やかで温かみにあふれたクリスマスをお過ごしいただけます。 

 

ホテル webサイト https://www.tokyostationhotel.jp/ ＊クリスマス情報を随時ご案内 
 

〈本件に関する報道関係者様のお問い合わせ先〉 
東京ステーションホテル 広報担当 濱 純子 TEL：03-5220-1915 FAX：03-5220-0513 
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[グルメな方へ] ディナーコース 「ムニュ ノエル」 
レストラン〈ブラン ルージュ〉 

フランス産キャヴィア、雲丹、たらば蟹、仙台牛…。 
総料理長石原雅弘が冬に美味しくなる食材を選び抜き、

贅沢の極みといえるスペシャルコースをお届けします。

米粉を使った小さなパンケーキにキャヴィアを合わせた

アミューズ。クリスマスプレゼントをイメージして、ラングス

ティーヌを雲丹のムースリーヌで包んだ前菜。 
そしてメインディッシュは、最高級と評されるA5ランクの
仙台牛フィレ肉とフォワグラを取り合わせたロッシーニ風。

特別な夜にふさわしいスペシャルディナーです。 

期間: 12月 21日（金）～12月 25日（火） 
時間： 17：30～21：00 L.O. 

価格： 27,800円（税込サ別）  

お問い合わせ：03-5220-0014（ブラン ルージュ直通）＊要予約 

＊ランチコース「プティ ノエル」10,800円もご用意 
 

[カップルの方へ] クリスマスディナー＆ペントハウスライブ 2018 
ゲストラウンジ〈アトリウム〉 

クリスマスの夜は、東京駅丸の内駅舎の屋根裏空間が

ライブスペースに大変身。昨年好評だったことから、

今年は 5日間開催します。お料理はグラスシャンパーニュ
と相性のよい白海老マリネからはじまり、熱々でいただく

パイ包み焼、黒毛和牛ロースに濃厚赤ワインソースの

メインディッシュ、といった贅沢なディナーコースです。 
ライブは様々なアーティストを招聘して、テーマに合うナン

バーを披露。お好みで日にちを選び、一緒に盛り上がる

夜をお楽しみいただけます。 

期間: 12月 21日（金）～12月 25日（火） 
時間： 21・25日 18:30開場、22・23・24日 17:30開場 

価格： 2名で 35,000円（税込サ別）  

 ＊乾杯用のグラスシャンパーニュ 1杯つき 

お問い合わせ：03-5220-0514（アトリウム直通）＊要予約 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ムニュ ノエル」イメージ 

クリスマスディナーコースのイメージ 

Christmas Dinner  

ディナーライブの幕開けはパワフルな

歌声とメロウなサックスで魅了する

Glennのステージ。特別に 2日間 
お届けします。 

〈大人のクリスマス〉 
Glenn M. Ray 
12 月 21 日（金）・22日（土）  

ジャズ、ポップス、ゴスペルと数多く

のレパートリーを持つヴォーカリスト

TOMMY。時に繊細に時にソウル 
フルな歌声を披露します。盛り上がる

こと間違いなし。 
 

〈Soulful〉 
富永 TOMMY 弘明 
12 月 23 日（日） 

伸びやかな歌声の Saasha と、特別
編成の Little Sweet Childが登場。 
男女ボーカルによるアコースティックに

アレンジした名曲で、ロマンティックな

クリスマスへと誘います。 
 

〈Romantic Christmas〉 
Saasha with Little Sweet Child 
12 月 24 日（月祝）・25 日（火） 



 

［お仲間同士でも］クリスマス プレジャー オブ マルノウチ 
バー＆カフェ〈カメリア〉 

ドリンクがついた“オールインワン”の、お得なクリスマス

ディナー。フォワグラムース、テリーヌ、アヒージョなど 6 種
を盛り付けた一皿は、見た目も華やかで気分が盛り上がり

ます。メインディッシュはしっとりと焼き上げた七面鳥に 2種
のフルーティーなソースがぴったりのお料理。シェフが

ワインとの相性を考えて構成したクリスマスコースです。

オリジナルのシャンパーニュカクテルなど、お好きなドリンク

3 杯もセットに。カップルの方だけでなく、お仲間同士で
のご利用にもおすすめです。 

期間: 12月 21日（金）～12月 25日（火） 

時間： 17:00～21:00 L.O. 

価格： 8,980円（税込サ別） ＊選べるドリンク 3杯つき 

お問い合わせ：03-5220-1951（カメリア直通）＊要予約 

 

［カップルの方へ］ グルマンディーズ 2018 
〈ロビーラウンジ〉 

クリスマスナイトを気軽に楽しみたい方におすすめのディ

ナーコースです。やさしい甘みが特徴の白人参にトリュフ

の香りをまとわせたクリームスープは、体を芯から温め

ます。メインディッシュは、和牛のなかでも旨みの強い

土佐あかうしのハンバーグ仕立てとミニッツステーキを

一皿にしてサーヴ。デザートやコーヒーもついて、当ホテル

で最もお得なクリスマスディナーコースです。 
洗練された空間のなかでハープの調べに包まれながら、

優雅なひとときをお過ごしいただけます。 

期間: 12月 21日（金）～12月 25日（火） 

時間： 18:00～／18:30～／19:00～ 

価格： 6,580円（税込サ込） 

お問い合わせ：03-5220-1260（ロビーラウンジ直通）＊予約可 

 

［グルメな方へ］ ナターレ 2018 
リストランテ＆バー〈エノテカノリーオ〉 

シェフ・栗本清が織り成すエノテカノリーオのクリスマス

特別ディナーコース。厳選した素材本来の美味しさを

引き立たせながら、美しい一皿に仕上げるお料理の

数々は、フェスティブシーズンを彩るメニューです。なか

でもメインディッシュは特選和牛サーロインをじっくりと低温

で調理。お客様の目の前で切り分けてサービスいたします。 

期間: 12月 22日（土）～12月 25日（火） 

22、23、24日は 2時間制となります 

時間： 17:30～21:00 L.O. 

価格： 13,000円（税込） ＊カバーチャージ+500円 

お問い合わせ：03-6269-9582（直通）＊要予約 

 

 

 

 

 

「クリスマス プレジャー オブ マルノウチ」イメージ 

「グルマンディーズ 2018」イメージ 

Christmas Dinner  

「ナターレ 2018」イメージ 



 

カメリア シャンパーニュカクテル  

バー＆カフェ〈カメリア〉 

今年のカメリアのウィンターカクテルは、フレッシュフルーツ

を贅沢に使った 3 種。佇まいや味わいから華やかな
気持ちになる、バーテンダー渾身の一杯です。 
（右から） 

●ポワールシャンパーニュ 

芳醇な味わいの洋梨がシャンパーニュで一層華やかな香りに 

●ロイヤルモヒート 
フレッシュミントが瑞々しいメロンの甘みに爽やかさをプラス 

●フローズンストロベリーシャンパーニュ 
クリスマスツリーに見立てた苺のフローズンは、 
別添えのシャンパーニュで味わいの変化を楽しんで 

期間: 12月 1日（土）～2019年 1月 31日（木） 

時間： 11：30～23：30 L.O. 

価格： 各 2,150円(税込サ別) 

お問い合わせ：03-5220-1951（カメリア直通） 

  

 
 
 
 

 

Christmas Cocktail 

12月以降の限定メニュー 

総料理長が厳選チーズを美味しく食べるお料理を提案

する年間プロモーション。 
第 6弾は、希少な土佐あかうしのハンバーグに 3種の
チーズ、ベシャメルソース、ミートソースを合わせた一品

や、和牛ステーキに目の前で熱々のラクレットチーズを

かけるお料理、とろけるコンテチーズバゲットをご用意。

お酒がすすむ 3品です。 

期間: 2019年 1月 1日（火）～2月 10日（日） 
価格: ハンバーグ 2,880円、ステーキ 4,580円 

バゲット 6 ピース 1,880円 (いずれも税込サ別) 

期

間

: 

1

2

月

2

1

日

（

金

）

～

1

2

チーズマニア 第 6弾 
バー＆カフェ〈カメリア〉 

「カメリア シャンパーニュカクテル」イメージ 

今夏に好評だったロビーラウンジのランチヌードルが、

冬バージョンで復活します。鶏と魚介の出汁が利いた

塩味のスープに、のどごしのよい米粉の麺と盛りだくさん

のシーフードを絡めていただきます。 

期間: 12月 1日（土）～2019年 1月 31日（木） 
価格: ランチセット 3,280円 (税込サ別) 
    ＊サラダ、スープ、紅茶 or コーヒーつき 

期

間

: 

1

2

月

2

1

日

（

金

）

～

1

2

月

2

MARUNOUCHI ヌードル 
〈ロビーラウンジ〉 

特別な夜をおふたりでゆっくりとお過ごしいただける限定

プラン。ハーフボトルのシャンパーニュ、プチスイーツを

お部屋にセット。今年のクリスマスチャリティオーナメン

トもついています（プランの売り上げの一部を寄付）。 
翌朝は東京駅丸の内駅舎の屋根裏空間で、110種
以上のバラエティに富んだ朝食ブッフェをお召し上がり

いただけます。 

期間: 12月 14日（金）～12月 25日（火） 
価格： 1泊 1室 2名様 55,428円～ 

（消費税・サービス料・宿泊税込） 

間

: 

1

2

クリスマス宿泊プラン「Two of Us」 

イメージ イメージ 

イメージ 


