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2018 年 1 月 31 日
アンケートで素敵なプレゼントも当たる！
明治ザ・チョコレート×ロイヤルパークホテル ザ シリーズ

「 T H E 」 で も て な すバ レ ン タ イ ン
株式会社ロイヤルパーク ホテルマネジメント（所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 取締役社長
江畑 要）は、2018年2月1日(木)～2月14日(水)の期間「ロイヤルパークホテル ザ シリーズ」の全国5ホテル
で、株式会社明治(以下 明治)のご協力をいただき、「明治ザ・チョコレート コンフォートビター」による様々な
バレンタインのおもてなしをご用意いたします。
「この街で、ナンバーワン」「お客さまにとって、オンリーワン」という思いを「THE」という言葉に込めた「ロイ
ヤルパークホテル ザ シリーズ」が、「THE」を冠する上質なチョコレート「明治ザ・チョコレート」でお客様をお
迎えするこの企画は、2017年に続き2回目となります。今回は、抽選で8種類の味が楽しめる「明治ザ・チョコ
レート 8個コンプリートセット」や2018年春に新規開業予定の「ザ ロイヤルパークホテル 京都四条」の宿泊
券が当たるキャンペーンも実施いたします。
ひとりでのご出張でも、ふたりで滞在する記念日も、気の置けないご友人とのランチブッフェでも、期間中
ロイヤルパークホテル ザ シリーズを利用して、ちょっぴりうれしいバレンタインをお楽しみください。

■ご宿泊の方全員にオリジナルケース入り明治ザ・チョコレートをプレゼント！
さらにアンケートに答えると、ホテル宿泊券などが当たるキャンペーンを実施！
2018 年 2 月 7 日（水）～14 日（水）の期間、「ロイヤルパークホテ
ル ザ シリーズ」の各ホテルにご宿泊いただいた方全員に、明治
ザ・チョコレート×ロイヤルパークホテル ザ シリーズ オリジナルケ

アテ

ース入りの「明治ザ・チョコレート コンフォートビター」1 個(17g)を差
し上げます。
更にオリジナルケースに掲載されたQRコードからアンケートにお
答えいただくと、抽選で素敵なプレゼントが当たります。
・応募期限： 2018年2月14日(水)
・応募方法：

チョコレートを包むケースは、ロイヤルパークホテ
ル ザ シリーズで実施中のバレンタイン企画のみ
の限定デザインです。

期間中にQRコードをスマートフォン等で読み取り、
ウェブ上のアンケートにご回答いただいた方の中から抽
選いたします。
明治賞 「明治ザ・チョコレート 8個コンプリートセット」 20名様
ロイヤルパークホテル ザ シリーズ賞
「ザ ロイヤルパークホテル 京都四条ご宿泊券」 1組2名様
※応募規約・その他はウェブ上のアンケートにてご確認ください。

株式会社ロイヤルパーク ホテルマネジメント 〒100-0004 東京都千代田区大手町 1 丁目 6 番 1 号 大手町ビル TEL.03-5224-6200 FAX.03-5223-8671
ROYAL PARK HOTEL MANAGEMENT
Otemachi Building 6-1, Otemachi 1 Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004 TEL.+81-3-5224-6200 FAX.+81-3-5223-8671

■チョコレートとお酒のマリアージュ体験！
4つのホテルのバー・レストランにて、「明治ザ・チョコレート コンフォートビター」との相性のよい香りや味
を持つお酒をそれぞれ選定し、チョコレートと一緒に楽しめる期間限定メニューを提供いたします。
力強い深みあるチョコレートと、お酒の華やかで香ばしい香りと甘みのある味わいのマリアージュを、ぜひ
この機会にお試しください。
・実施期間：

2018年2月1日(木)～2月14日(水)

・内容： 期間中各ホテル選定のお酒をご注文いただいた方に、その場でお召し上がりいただける
「明治ザ・チョコレート コンフォートビター」1個(17g)を差し上げます。
ロイヤルパークホテル ザ 汐留

「THE BAR」(24F)

・モンキーショルダー (スコッチ) ￥1,425
・ブナハーブン 12 年 (スコッチ) ￥1,544
・ヘネシーV.S.O.P (ブランデー) ￥1,663
ロイヤルパークホテル ザ 羽田

「TAILWIND」(4F)

・竹鶴 17 年 (ジャパニーズウイスキー) ￥1,300
・ロンサカパ センテナリオ 23 年 (ラム) ￥1,500
・ヘネシーXO (ブランデー) ￥1,800
お一人でも気軽にお立ち寄りいただけます。(画像はロイヤル
パークホテル ザ 京都)

ロイヤルパークホテル ザ 名古屋

「ムッシュいとう」(2F)

・バニュルス・リマージュ (ヴァン・ドゥ・ナチュレル) ￥800
・富士山麓 樽熟 50° (ジャパニーズウイスキー) ￥500
・クマ・オーガニック (赤ワイン)￥500
ロイヤルパークホテル ザ 京都

「THE BAR」(1F)

・ニッカ カフェモルト (ジャパニーズウイスキー) ￥1,300
・ロンサカパ センテナリオ 23 年 (ラム)￥1,300
・グレンファークラス 21 年 (スコッチ)￥1,800
ナッツのような奥深い旨味をもつチョコレートと共にお楽しみ
ください。(提供は 1 杯につき 1 個となります)

※上記料金は消費税(8％)を含んでおります。ロイヤルパークホテル ザ 汐留 「THE BAR」のご料金は、サービス料(10％)を含んでおります。
※提供時間は各ホテルで異なります。詳しくはHP等でご確認ください。
※提供されるチョコレートは明治ザ・チョコレート×ロイヤルパークホテル ザ シリーズ オリジナルケース入りです (ロイヤルパークホテル
ザ 名古屋を除く)。
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★ロイヤルパークホテル ザ 汐留限定★

■ランチブッフェで「ききチョコ」にチャレンジ！SNSにアップするとイイコトも！
ロイヤルパークホテル ザ 汐留のレストラン「ハーモニー」では、
2018年2月1日(木)～7日(水)の期間、ランチブッフェをご利用のお客
様に、明治ザ・チョコレートのダークミルクチョコレートの4種類を「きき
チョコ」できるテイスティングキットをお渡しします。
チョコレートを食べ比べてお気に入りのチョコレートをひとつ選び、
ハッシュタグをつけてSNSにアップした画面をレストランスタッフに提
示すると、その場で明治ザ・チョコレートをお一人様1箱プレゼントい
たします。

レストラン「ハーモニー」内観

・実施期間： 2018 年 2 月 1 日（木）～7 日（水）
・実施場所： ロイヤルパークホテル ザ 汐留
レストラン「ハーモニー」(24F)
・ランチブッフェ料金： ※消費税・サービス料込
平日:

大人

￥3,210

小学生

￥1,610

土曜日・日曜日・祝日： 大人

￥4,160

小学生

￥2,080
ブリリアントミルク、サニーミルク、ビビッドミルク、ベル
ベットミルクの 4 種類をテイスティングできるキット。

■□■参加方法■□■
1) テイスティングキットを開封し、4 種類の明治ザ・チョコレートをテイスティング。
2) お気に入りを一つ選び、期間限定のキャンペーンフォトフレームなどを使って写真撮影。
3) キャンペーンハッシュタグ#THE ききチョコと、お気に入りのチョコの名前のハッシュタグ
(#BrilliantMilk #SunnyMilk #VividMilk #VelvetMilk)を付けて SNS に投稿。
4) SNS にアップした画像をレストランスタッフに見せると、明治ザ・チョコレート 1 箱(50g)をプレゼント。
※テイスティングキットはその場でお召し上がりいただくものとなります。お持ち帰りはできません。
※ツアー団体等一部のご利用は対象外となります。
※プレゼントするチョコレートの種類はお選びいただけませんので、予めご了承ください。
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★ロイヤルパークホテル ザ 福岡限定★

■ランチブッフェで各日先着10名様に「明治ザ・チョコレート」を1箱プレゼント！
月替わりのメインや手作りのデザートなどがお楽しみいただける
「オクタカフェ」で、期間中にランチブッフェをご利用いただいた方
各日先着 10 名様に、ギフトパッケージにはいった「明治ザ・チョコレ
ート コンフォートビター」(50ｇ)をプレゼントいたします。
・実施期間：2018 年 2 月 7 日（水）～14 日（水）
・実施場所：レストラン「オクタカフェ」(1F) 11：30～14：00 (l.O.13:30)
・ランチブッフェ料金：
お一人様 ￥1,306 (消費税・サービス料込)

楽しい会話や時間、普段と違ったランチを楽しむなら
オクタカフェへどうぞお越しください。

・内容： 各日先着 10 名様に「明治ザ・チョコレート コンフォートビター」1 箱(50ｇ)を差し上げます。
※ランチブッフェは小学生￥653円、未就学のお子様は無料です。但し本企画のプレゼントは対象外とさせていただきます。

●「明治ザ・チョコレート コンフォートビター」について
「明治ザ・チョコレート」シリーズは、厳選したカカオ豆を使用し、加工に至る工程までこだ
わり抜いた Bean to Bar チョコレートです。2016 年 9 月に発売して以来、市場で反響を呼
び、シリーズ累計 4,000 万個を販売するなどご好評をいただいております。
「コンフォートビター」は、力強いカカオ感とナッツのような旨みのある香ばしさをもつベ
ネズエラ産のカカオ豆を中心に使用し、高温深煎りロースト製法で心地よい苦みとこく深
い味わいに仕上げました。
「明治ザ・チョコレート コンフォートビター」

<参加ホテル/レストラン>
・ロイヤルパークホテル ザ
・ロイヤルパークホテル ザ
・ロイヤルパークホテル ザ
・ロイヤルパークホテル ザ
・ロイヤルパークホテル ザ

汐留(ザ ロイヤルパークホテル 東京汐留) / https://www.rph-the.co.jp/shiodome/
羽田(ザ ロイヤルパークホテル 東京羽田)/ https://www.rph-the.co.jp/haneda/
名古屋(ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋)/https://www.rph-the.co.jp/nagoya/
京都(ザ ロイヤルパークホテル 京都三条)/ https://www.rph-the.co.jp/kyoto/
福岡(ザ ロイヤルパークホテル福岡)/ https://www.rph-the.co.jp/fukuoka/

【ご案内】 2018年4月1日より上記ホテル名称を（ ）内の名称に変更いたします。
※掲載の画像は全てイメージです。

本件に関するお問合せ先
株式会社ロイヤルパーク ホテルマネジメント
URL：https://www.rph-the.co.jp/
業務統括部 営業推進課 広報担当 木村・高木・瀬川
TEL：03-5224-6200(代表) FAX：03-5223-8671 E-mail：m-takagi@rph-the.co.jp
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