
株式会社ホテル、ニューグランド 
2022年 7月 1日 

ホテルニューグランド 

Happy Birthday！ピーターラビット™のガーデンパーティーへようこそ！ 

ピーターラビット™のアフタヌーンティー 
ロビーラウンジ ラ・テラス 

 

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町 10 番地／常務取締役総支配人 青木宏一郎）では、2022 年 

8 月 1 日（月）～9 月 30 日（金）までの期間、「ピーターラビット™のアフタヌーンティー」を販売します。 

1902 年に英国で出版され世界中で愛されている絵本『ピーターラビットのおはなし』は、今年で出版 

120 周年を迎えます。そのお祝いの想いを込めてご用意した期間限定のアフタヌーンティーは、陽光溢れる 

中庭を眺めながらのお祝いのティーパーティーがテーマです。いたずら好きなピーターや家族、魅力的な 

仲間たちとともに描かれる物語、そして、作者  ビアトリクス・ポター ™が水彩画で描いた英国の美しい 

景色など、幅広い世代の方々を魅了し続けるピーターラビット™の世界をお楽しみいただきながらのひとときを 

お過ごしいただけます。まるで絵本の中から飛び出してきたかのような、物語のエピソードを表現した 

各種メニューがティースタンドを華やかに彩る、心弾む午後のティータイムをどうぞごゆっくりお楽しみください。 

 

販売期間  2022 年 8 月 1 日(月)～9 月 30 日（金） 12：00～20：00（L.O.19:30） 

価   格  お一人様 \8,222（税込・サービス料込） ※お席のご利用は 3 時間制とさせていただきます。 

お問合せ  本館１階 ロビーラウンジ「ラ・テラス」 045-681-1841（代） 

 

プレスリリース 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■上段 

『ピーターラビットのおはなし』シリーズより 

～作者ポターが愛した湖水地方のようなカクテルゼリー～ 

 

『ちっちゃなねずみふじんのおはなし』より 

～ねずみふじんのお茶会 紅茶のマカロン、 

           葉っぱのクッキー＆てんとう虫チョコ～ 

 

『アプリイ・ダプリイのわらべうた』より 

～くろうさぎの贈り物 人参カップムース～ 

 

『ピーターラビットのおはなし』より 

～じょうろに逃げたピーター かくれんぼチョコタルト～ 

 

ピーターラビット™のバースデークッキー 

■中段 

『パイがふたつあったおはなし』より 

～ダッチェスのお庭 ガーデンタルト～ 

 

『ピーターラビットのおはなし』より 

～木戸をくぐるピーター しっぽのフリアン～ 

 

『アプリイ・ダプリイのわらべうた』より 

～アプリイ・ダプリイの好きなジャムパイ～ 

 

『いじのわるいうさぎのおはなし』より 

～わるいうさぎによこどりされちゃう！ 人参スコーン～ 

■下段 

『ピーターラビットのおはなし』より 

～マグレガーおじさんの畑 夏野菜タルト～ 

 

『ベンジャミン・バニーのおはなし』より 

～ベンジャミン・バニーのごちそう 

タマネギとレタスの冷製スープ ラベンダーの香り～ 

 

『あひるのジマイマのおはなし』より 

～ジマイマの大切な たまごとハーブのサンドウィッチ～ 

 

『かえるのジェレミーのおはなし』より 

～ジェレミーのおでかけ 小さな野菜・花・ハーブとトマトのジュレ～ 

上段の「ピーターラビット™バースデークッキー」は 4種類ご用意しました！どのデザインがくるかはお楽しみに♪ 

 



限定カクテルもおすすめ！ 

ピーターラビット™のオリジナルカクテルを 2 種類ご用意しました 

 

 

 

 

 

※ピーターラビット™のアフタヌーンティーをご注文のお客様は、￥1,265（税・サ込）でご注文いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ご掲載に際しては、下記のクレジット表記をお願いします。  

BEATRIX POTTER™ © Frederick Warne & Co.,2022 

BEATRIX POTTER(TM) (C) Frederick Warne & Co.,2022 

『ピーターラビットのおはなし』出版 120周年を記念して開催 

Happy Birthday！ピーターラビット™のガーデンパーティーへようこそ！ 

 
ホテルニューグランドでは、2022年に絵本出版 120周年を迎える 

『ピーターラビットのおはなし』（＊原題は The Tale of Peter Rabbit）を記 

念して、2022年 8月 1日（月）～2023年 1月 31日（火）までの 

期間、祝福のパーティーを「Happy Birthday！ピーターラビット™のガ 

ーデンパーティーへようこそ！」をテーマに、英国が誇る世界中で愛 

され続けている名作絵本の世界をお楽しみいただける宿泊プランや 

アフタヌーンティーを販売します。 

◆ピーターズ・ジャケット（ノンアルコール） ￥2,530（税・サ込） 

ピーターラビット™のジャケットをイメージした綺麗なブルーのノンアルコールカクテル。洋梨

シロップとグレープフルーツにカモミールの香りがアクセントのすっきりとした甘さ。 

◆マグレガーズ・ガーデン              ￥2,530（税・サ込） 

ミントのリキュールに青リンゴシロップとライムジュースの爽やかな酸味とカモミールの香り

が際立つカクテルは、初夏の湖水地方のような美しいグリーンが魅力。 

〒231-8520 横浜市中区山下町 10番地 

E-mail：  yokoyama@hotel-newgrand.co.jp 

m.nakajima@hotel-newgrand.co.jp 

Tel: 045-681-1877（直通） Fax: 045-663-3600 

本件に関するお問い合わせ 

株式会社ホテルニューグランド 

営業企画部 

横山ひとみ  中島桃子 

必要な素材写真等がございましたら お気軽にご相談ください 

■ビアトリクス・ポター™／ピーターラビット™について 

ビアトリクス・ポターは1866年7月、ロンドンで生まれました。『ピーターラビットのおはなし』は、1893年に知人

の病気の息子、ノエル少年に送った「絵手紙」から誕生した物語です。1901年、自身で『ピーターラビットの

おはなし』の私家版を出版。1902年には絵に色を付けてフレデリック・ウォーン社から出版され、最終的には

23冊の絵本を世に送り出します。ロンドンから自然豊かな湖水地方に拠点を移し、晩年は牧羊と自然保護

活動に力を注ぎました。彼女が実際に暮らし、絵本にも描かれたヒルトップ農場はナショナル・トラストにより今

も当時のままの姿で保存されており、世界中からピーターラビットを愛する多くのファンが訪れています。 この

絵本シリーズは世界110ヶ国48ヶ国語にて発行され、累計発行部数2億5000万部以上の世界的ベストセ

ラーとなっています。2022年は『ピーターラビットのおはなし』出版120周年を迎え、原画展をはじめとする

様々なアニバーサリーイベントが全国で開催されています。 

 

ピーターラビット™日本公式サイト 

http://www.peterrabbit-japan.com/  

 

ピーターラビット™日本公式インスタグラム「ピーターラビット™のいる暮らし」 

https://www.instagram.com/peterrabbit.jp/ 

mailto:yokoyama@hotel-newgrand.co.jp
mailto:m.nakajima@hotel-newgrand.co.jp
http://www.peterrabbit-japan.com/
https://www.instagram.com/peterrabbit.jp/


株式会社ホテル、ニューグランド 
2022年 7月 1日 

ホテルニューグランド 

Happy Birthday！ピーターラビット™のガーデンパーティーへようこそ！ 

 ピーターラビット™のメモリアルステイ 
1日 2室限定 宿泊プラン 

 

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町 10／常務取締役総支配人 青木宏一郎）では、2022年 8月 1日（月）

～2023 年 1 月 31 日（火）までの期間、「ピーターラビット™のメモリアルステイ」を販売します。1902 年に英国で 

出版された絵本『ピーターラビットのおはなし』の出版 120 周年を記念して、お祝いのバラで彩られた華やかな 

お部屋で、ピーターラビット™の世界をお楽しみいただきながら過ごすことができる宿泊プランです。チェックイン後は、

「ヒルトップ ガーデンのお茶会プレート」とホテルオリジナル「ピーターラビット™バースデーフレーバーティー」で 

のんびりとティータイムを、ご夕食付プランをお選びの場合は、ルームサービスにて「ピーターラビット™バースデー 

ディナー」をお召し上がりいただけます。ピーターのパジャマやぬいぐるみ、絵本のセットもご用意しました。今年 

120 周年を迎え、今もなお世代を超えて愛される名作とともに過ごす贅沢な 1 日を、この機会にいかがでしょうか。 

 

期   間 2022年 8月 1日（月）～2023年 1月 31日（火） 

宿泊料金   

 

 

 

 

お問合せ 宿泊予約  045-681-1841（代） 9：00～19：00 

1名様1室お1人様ご料金（朝食付）     ￥40,000～（税サ込） 

1名様1室お1人様ご料金（夕朝食付）   ￥48,000～（税サ込） 

2名様1室お1人様ご料金（朝食付）     ￥22,000～（税サ込） 

2名様1室お1人様ご料金（夕朝食付）   ￥30,000～（税サ込） 

プレスリリース 



詳   細  

・タワー館スーペリアフロア ベイサイドツインルーム 

・チェックイン 14：00／チェックアウト 11：00 

・本プラン限定オリジナルブックカバーとフラワーアレンジメントをプレゼント 

 

【お部屋】 

120周年のお祝いのバラで彩られたお部屋は、ピーター

ラビット™の世界をご満喫いただけるよう、絵本セット、 

ぬいぐるみ、パジャマ、クッション、ラグをご用意しました。 

 

 

 

 

 

 

 

【ウェルカムスイーツ＆ティー】 

「ヒルトップ ガーデンのお茶会プレート」と「ピーターラビット™バースデーフレーバーティー」をご用意いたします。 

 

『こねこのトムのおはなし』と 

『ひげねずみサミュエルのおはなし』より 

～ヒルトップ ガーデンのお茶会プレート～ 

・トムのねこまきシナモンクッキー 

・タビサさんのアップルパイ 

・モペットとミトンのブロックスコーン 

・ピーターラビット™のバースデークッキー 

 

 

 

 

 

 

【ご夕食付プラン限定ディナー】 

ディナー付きのプランは、「ピーターラビット™のバースデーディナー」をお部屋へご用意いたします。 

 

『ピーターラビットのおはなし』より 

～マグレガーおじさんのフラワーガーデンサラダ～ 

『ベンジャミン・バニーのおはなし』より 

～ベンジャミン・バニーのベジタブルスープ～ 

『パイがふたつあったおはなし』より 

～ダッチェスの秘密のミートパイ～ 

『アプリイ・ダプリイのわらべうた』より 

～アプリイ・ダプリイのちょうちょのジャムタルト～ 

コーヒーまたは紅茶 

「ピーターラビット™のバースデークッキー」は 4種類ご用意しました！どのデザインがくるかはお楽しみに♪ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ご掲載に際しては、下記のクレジット表記をお願いします。  

BEATRIX POTTER™ © Frederick Warne & Co.,2022 

BEATRIX POTTER(TM) (C) Frederick Warne & Co.,2022 

〒231-8520 横浜市中区山下町 10番地 

E-mail：  yokoyama@hotel-newgrand.co.jp 

m.nakajima@hotel-newgrand.co.jp 

Tel: 045-681-1877（直通） Fax: 045-663-3600 

必要な素材写真等がございましたら お気軽にご相談ください 

本件に関するお問い合わせ 

株式会社ホテルニューグランド 

営業企画部 

横山ひとみ  中島桃子 

『ピーターラビットのおはなし』出版 120周年を記念して開催 

Happy Birthday！ピーターラビット™のガーデンパーティーへようこそ！ 

 
ホテルニューグランドでは、2022年に絵本出版 120周年を迎える 

『ピーターラビットのおはなし』（＊原題は The Tale of Peter Rabbit）を記 

念して、2022年 8月 1日（月）～2023年 1月 31日（火）までの 

期間、祝福のパーティーを「Happy Birthday！ピーターラビット™のガ 

ーデンパーティーへようこそ！」をテーマに、英国が誇る世界中で愛 

され続けている名作絵本の世界をお楽しみいただける宿泊プランや 

アフタヌーンティーを販売します。 

■ビアトリクス・ポター™／ピーターラビット™について 

ビアトリクス・ポターは1866年7月、ロンドンで生まれました。『ピーターラビットのおはなし』は、1893年に知人

の病気の息子、ノエル少年に送った「絵手紙」から誕生した物語です。1901年、自身で『ピーターラビットの

おはなし』の私家版を出版。1902年には絵に色を付けてフレデリック・ウォーン社から出版され、最終的には

23冊の絵本を世に送り出します。ロンドンから自然豊かな湖水地方に拠点を移し、晩年は牧羊と自然保護

活動に力を注ぎました。彼女が実際に暮らし、絵本にも描かれたヒルトップ農場はナショナル・トラストにより今

も当時のままの姿で保存されており、世界中からピーターラビットを愛する多くのファンが訪れています。 この

絵本シリーズは世界110ヶ国48ヶ国語にて発行され、累計発行部数2億5000万部以上の世界的ベストセ

ラーとなっています。2022年は『ピーターラビットのおはなし』出版120周年を迎え、原画展をはじめとする

様々なアニバーサリーイベントが全国で開催されています。 

 

ピーターラビット™日本公式サイト 

http://www.peterrabbit-japan.com/  

 

ピーターラビット™日本公式インスタグラム「ピーターラビット™のいる暮らし」 

https://www.instagram.com/peterrabbit.jp/ 

mailto:yokoyama@hotel-newgrand.co.jp
mailto:m.nakajima@hotel-newgrand.co.jp
http://www.peterrabbit-japan.com/
https://www.instagram.com/peterrabbit.jp/


株式会社ホテル、ニューグランド 
2022年 7月 1日 

 

ホテルニューグランド 

Happy Birthday！ピーターラビット™のガーデンパーティーへようこそ！ 

ピーターラビット™ カクテル 
バー シーガーディアンⅡ 

 

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町 10 番地／常務取締役総支配人青木宏一郎）では、2022 年 8 月 

1 日（月）～9 月 30 日（金）までの期間、「ピーターラビット™カクテル」を販売します。2022 年に出版 120 周年を 

迎える『ピーターラビットのおはなし』を記念して創作した、絵本の世界をお楽しみいただけるオリジナル 

カクテルです。ピーターラビット™のジャケットをイメージした「ピーターズ・ジャケット」（ノンアルコール：画像右）は、 

洋梨シロップとグレープフルーツジュースにカモミールの香りがアクセントのすっきりとした甘さとピーターの 

トレードマークでもある水色の上着をイメージした美しい色合いが魅力です。英国の緑豊かな湖水地方を 

イメージしたグリーンの「マグレガーズ・ガーデン」（画像左）は、ミントのリキュールに青リンゴシロップとライム 

ジュースの爽やかな酸味とカモミールの香りが際立つ味わいです。いたずら好きなピーターが、マグレガーさんの 

畑でこっそり食べていたラディッシュを添え、見た目にも綺麗なカクテルが大人のバータイムを可愛いらしく彩ります。 

提供期間  2022年8月1日（月）～9月30日（金） 

価   格  ピーターズ・ジャケット（ノンアルコール） ￥2,530（税・サ込） 

マグレガーズ・ガーデン              ￥2,530（税・サ込） 

お問合せ  本館1階 バー シーガーディアンⅡ    045-681-1841（代表） 

プレスリリース 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ご掲載に際しては、下記のクレジット表記をお願いします。  

BEATRIX POTTER™ © Frederick Warne & Co.,2022 

BEATRIX POTTER(TM) (C) Frederick Warne & Co.,2022 

 

 

『ピーターラビットのおはなし』出版 120周年を記念して開催 

Happy Birthday！ピーターラビット™のガーデンパーティーへようこそ！ 

 
ホテルニューグランドでは、2022年に絵本出版 120周年を迎え 

る『ピーターラビットのおはなし』（＊原題は The Tale of Peter Rabbit） 

を記念して、2022年 8月 1日（月）～2023年 1月 31日（火） 

までの期間、祝福のパーティーを「Happy Birthday！ピーターラ 

ビット™のガーデンパーティーへようこそ！」をテーマに、英国が誇 

る世界中で愛され続けている名作絵本の世界をお楽しみいただ 

ける宿泊プランやアフタヌーンティーを販売します。 

本件に関するお問い合わせ 

株式会社ホテルニューグランド 

営業企画部 

横山ひとみ  中島桃子 

〒231-8520 横浜市中区山下町 10番地 

E-mail：  yokoyama@hotel-newgrand.co.jp 

m.nakajima@hotel-newgrand.co.jp 

Tel: 045-681-1877（直通） Fax: 045-663-3600 

必要な素材写真等がございましたら お気軽にご相談ください 

■ビアトリクス・ポター™／ピーターラビット™について 

ビアトリクス・ポターは1866年7月、ロンドンで生まれました。『ピーターラビットのおはなし』は、1893年に知人

の病気の息子、ノエル少年に送った「絵手紙」から誕生した物語です。1901年、自身で『ピーターラビットの

おはなし』の私家版を出版。1902年には絵に色を付けてフレデリック・ウォーン社から出版され、最終的には

23冊の絵本を世に送り出します。ロンドンから自然豊かな湖水地方に拠点を移し、晩年は牧羊と自然保護

活動に力を注ぎました。彼女が実際に暮らし、絵本にも描かれたヒルトップ農場はナショナル・トラストにより今

も当時のままの姿で保存されており、世界中からピーターラビットを愛する多くのファンが訪れています。 この

絵本シリーズは世界110ヶ国48ヶ国語にて発行され、累計発行部数2億5000万部以上の世界的ベストセ

ラーとなっています。2022年は『ピーターラビットのおはなし』出版120周年を迎え、原画展をはじめとする

様々なアニバーサリーイベントが全国で開催されています。 

 

ピーターラビット™日本公式サイト 

http://www.peterrabbit-japan.com/  

 

ピーターラビット™日本公式インスタグラム「ピーターラビット™のいる暮らし」 

https://www.instagram.com/peterrabbit.jp/ 

mailto:yokoyama@hotel-newgrand.co.jp
mailto:m.nakajima@hotel-newgrand.co.jp
http://www.peterrabbit-japan.com/
https://www.instagram.com/peterrabbit.jp/


株式会社ホテル、ニューグランド 
2022年 7月 1日 

 

ホテルニューグランド 

Happy Birthday！ピーターラビット™のガーデンパーティーへようこそ！ 

ピーターラビット™バースデーフレーバーティー 
ロビーラウンジ ラ・テラス ／ バー シーガーディアンⅢ ／ オンラインショップ 

 

ホテルニューグランド（横浜市中区山下町 10 番地／常務取締役総支配人 青木宏一郎）では、2022 年 8 月 

1 日（月）～2023 年 1 月 31 日（火）までの期間、世界中で愛され続けているピーターラビット™の絵本出版 120 

周年を記念して、オリジナル商品「ピーターラビット™バースデーフレーバーティー」を販売します。ピーターラビット™と

仲間たちがお祝いのバラの花束をもつ可愛らしい姿を描いたパッケージデザインに、ホテルニューグランドの 

オリジナルブレンドティー（ティーバッグ）を 5 個セットにした当ホテル限定の商品です。セイロン紅茶をベースに、 

シャンパンやチェリーの香りに加え、コーンフラワーとマリーゴールドのハーブをブレンドした、甘く華やかな香りと 

豊かな味わいが 120 周年の特別なひとときを華やかに彩ります。ティータイムをより一層優雅で幸せな気分で 

お楽しみいただける本商品は、幅広い世代の方へのちょっとした贈り物や、自分へのご褒美時間におすすめです。 

販売期間  2022年8月1日(月)～2023年1月31日（火） ※期間前に販売終了となる場合がございます。 

価   格  ￥1,080（税込） 

内 容 量  ティーバッグ5個入り （各2g） 

販売場所・問い合わせ  

 本館１階ロビーラウンジ ラ・テラス ／045-681-1841（代表） 

そごう横浜店 10 階 バーシーガーディアンⅢ045-465-5995（直通） 

オンラインショップ https://www.hotel-newgrand-shop.com ／営業企画 045-681-1841（代表） 

プレスリリース 

https://www.hotel-newgrand-shop.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ご掲載に際しては、下記のクレジット表記をお願いします。  

BEATRIX POTTER™ © Frederick Warne & Co.,2022 

BEATRIX POTTER(TM) (C) Frederick Warne & Co.,2022 

 

〒231-8520 横浜市中区山下町 10番地 

E-mail：  yokoyama@hotel-newgrand.co.jp 

m.nakajima@hotel-newgrand.co.jp 

Tel: 045-681-1877（直通） Fax: 045-663-3600 

■ビアトリクス・ポター™／ピーターラビット™について 

ビアトリクス・ポターは1866年7月、ロンドンで生まれました。『ピーターラビットのおはなし』は、1893年に知人

の病気の息子、ノエル少年に送った「絵手紙」から誕生した物語です。1901年、自身で『ピーターラビットの

おはなし』の私家版を出版。1902年には絵に色を付けてフレデリック・ウォーン社から出版され、最終的には

23冊の絵本を世に送り出します。ロンドンから自然豊かな湖水地方に拠点を移し、晩年は牧羊と自然保護

活動に力を注ぎました。彼女が実際に暮らし、絵本にも描かれたヒルトップ農場はナショナル・トラストにより今

も当時のままの姿で保存されており、世界中からピーターラビットを愛する多くのファンが訪れています。 この

絵本シリーズは世界110ヶ国48ヶ国語にて発行され、累計発行部数2億5000万部以上の世界的ベストセ

ラーとなっています。2022年は『ピーターラビットのおはなし』出版120周年を迎え、原画展をはじめとする

様々なアニバーサリーイベントが全国で開催されています。 

 

ピーターラビット™日本公式サイト 

http://www.peterrabbit-japan.com/  

 

ピーターラビット™日本公式インスタグラム「ピーターラビット™のいる暮らし」 

https://www.instagram.com/peterrabbit.jp/ 

必要な素材写真等がございましたら お気軽にご相談ください 

本件に関するお問い合わせ 

株式会社ホテルニューグランド 

営業企画部 

横山ひとみ  中島桃子 

『ピーターラビットのおはなし』出版 120周年を記念して開催 

Happy Birthday！ピーターラビット™のガーデンパーティーへようこそ！ 

 
ホテルニューグランドでは、2022年に絵本出版 120周年を迎える 

『ピーターラビットのおはなし』（＊原題は The Tale of Peter Rabbit）を記 

念して、2022年 8月 1日（月）～2023年 1月 31日（火）までの 

期間、祝福のパーティーを「Happy Birthday！ピーターラビット™のガ 

ーデンパーティーへようこそ！」をテーマに、英国が誇る世界中で愛 

され続けている名作絵本の世界をお楽しみいただける宿泊プランや 

アフタヌーンティーを販売します。 
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