報道関係各位
2018 年 5 月 29 日

ザ ロイヤルパークホテル 東京汐留

～15th Anniversary Presents～
レストラン プロモーションのご案内
ザ ロイヤルパークホテル 東京汐留（所在地：東京都港区東新橋 1-6-3 総支配人 戸張 浩幸） は、
2018 年 7 月 1 日(日）に開業 15 周年を迎えます。これを機に日頃のご愛顧に感謝し、様々なアニバーサリ
ーイベントを実施いたします。館内のレストラン全 4 店舗では、この期間にしか味わうことが出来ない特別メニ
ューの提供や、お得な割引サービスなどをご用意して皆様をお迎えいたします。

開業 15 周年記念プロモーション レストラン企画 概要
＜24 階 オールデイダイニング「ハーモニー」 ランチタイム＞

ランチブッフェを通常価格より

15

％割引でご提供

ランチブッフェの料金を、15 周年を記念して通常価格より 15％割引
いたします。オープンキッチンからはシェフが目の前で作る出来立ての
フォアグラオムレツをご提供いたします。大きくとった窓からは緑豊かな
浜離宮庭園や、東京タワーがご覧いただけます。
期間 2018 年 7 月 1 日（日）～7 月 31 日（火）
内容 ランチブッフェを通常より 15％割引でご提供
時間 1 部目 11：30～13：00／2 部目 13：30～15：00
料金 [平日]

約 30 種類のお料理が並びます

●大人：通常￥3,210⇒￥2,728 小学生：通常￥1,610⇒￥1,368
[土曜日・日曜日・祝日]
●大人：通常￥4,160⇒￥3,536 小学生：通常￥2,080⇒￥1,768
※上記料金には消費税・サービス料(10%)が含まれております。

開業 15 周年記念テーマ

『一期一会』

はじめて出会うお客様とも、日頃よりご愛顧いただいているお客様とも、改めて私たち
ホテルスタッフと共に過ごすその時の瞬間を大切にしたいという想いから名づけられた
テーマです。 「イチゴイチエ」は 15 周年の数字“15（イチゴ）”にも因んでいます。

ザ ロイヤルパークホテル 東京汐留
The Royal Park Hotel Tokyo Shiodome

〒105-8333 東京都港区東新橋 1-6-3 TEL.03-6253-1111 FAX.03-6253-1155
1-6-3 Higashi-shimbashi,Minato-ku,Tokyo 105-8333 TEL.+81-3-6253-1111 FAX.+81-3-6253-1155

＜24 階 オールデイダイニング「ハーモニー」 ディナータイム＞

特別ペアディナーをご用意
期間限定で 15 周年特別ペアディナーをご用意いたします。
24 階から眺められる夜景と共に「ル・テタンジェ国際料理コンクール・
ジャポン」の優勝経験をもつシェフ自慢のお料理をお楽しみください。
期間 2018 年 7 月 1 日（日）～8 月 31 日（金）
内容 特別ペアディナー※
時間 18：00～22：00（L.O.21：00）
料金 2 名様 ￥15,000
※メニュー詳細は 6 月頃、ホテル HP 等でご案内いたします。

一部のお席から東京タワーがご覧いただけます
※混雑状況によっては東京タワー側のお席をご案
内できない場合がございます。

※上記料金には消費税・サービス料(10%)が含まれております。

＜24 階 バー・ラウンジ「THE BAR」 ランチ＆ディナータイム＞
生ビールを

メガジョッキ(800ml)でご提供

暑い夏に嬉しい生ビール（アサヒスーパードライ 800ml）をメガジョッキ
でご提供いたします。冷たいビールをたくさん飲んで暑い夏を乗り切り
ましょう。
期間 2018 年 7 月 1 日（日）～8 月 31 日（金）
内容 生ビール(メガジョッキ・800ml)
時間

[平日・土曜日]11:30～25:00（L.O.24:30）
[日曜日・祝日]11:30～22:00（L.O.21:30）
アサヒスーパードライ メガジョッキ(800ml)

料金 ￥1,500（消費税・サービス料別）

＜24 階 バー・ラウンジ「THE BAR」 ハッピーアワー＞

ハッピーアワー限定セットをご用意
期間限定でハッピーアワーにお得なセットをご用意しました。約 20 種
類のドリンクとおつまみの中からお好きなメニューを 3 品お選びいただ
けます。お仕事終わりに是非お立ち寄りください。
期間 2018 年 9 月 1 日（土）～10 月 31 日（水）
内容 ハッピーアワー限定セット
(お好きなドリンクとおつまみを 3 品チョイス)
時間 17：00～19：30
地上約 100ｍからの夜景を眺められます

料金 ￥1,500 （消費税・サービス料別）
＊＊＊おつまみ、ドリンクの一例＊＊＊

ソーセージ/フライドポテト/サーモントラウト/ビール/ウイスキー/赤ワイン/白ワイン/スパークリングワイン/
カクテル各種/ノンアルコールカクテル等

ザ ロイヤルパークホテル 東京汐留
The Royal Park Hotel Tokyo Shiodome

計約 20 種類

〒105-8333 東京都港区東新橋 1-6-3 TEL.03-6253-1111 FAX.03-6253-1155
1-6-3 Higashi-shimbashi,Minato-ku,Tokyo 105-8333 TEL.+81-3-6253-1111 FAX.+81-3-6253-1155

＜24 階 中国料理「イクスヴァン」 ランチタイム＞

特別セットメニューのご提供
週替わりでお楽しみいただけるサラダバーが付いた「ランチセット」に
更に「デザート」が付いたセットメニューをご用意いたします。お得な
セットを期間限定でご提供いたしますのでこの機会に是非お楽しみくだ
さい。
期間 2018 年 7 月 1 日（日）～8 月 31 日（金）
内容 「ランチセット」と「デザート」の特別セット
時間 11:30～15:00 (L.O.14:30)
料金 ￥1,500

ワインと中国料理が楽しめるヌーベル・チャイニーズ

※上記料金には消費税・サービス料(10%)が含まれております。

＜24 階 中国料理「イクスヴァン」 ディナータイム＞

￥3,000 割引でご提供

コース料理「宴会コース」を通常価格￥18,000 より
2 時間の飲み放題が付いたコース「宴会コース」を期間限定で
通常価格より￥3,000 割引してご提供いたします。
8 品のお料理をご用意いたします。
期間 2018 年 7 月 1 日（日）～8 月 31 日（金）

内容 「宴会コース」を通常価格￥18,000 より￥3,000 引でご提供
時間 17:00～23:00 (L.O.22:00)
料金 通常￥18,000⇒￥15,000
※上記料金には消費税・サービス料(10%)が含まれております。

個室のご用意もございます

＜1 階 カフェ「チャヤマクロビ」＞

特別プレートのご提供
お魚メインのデリプレートを期間限定で割引してご提供いたします。
更にスープが付いたお得なプレートです。「チャヤマクロビ」では
オーガニック食材を使用したお料理をお楽しみいただけます。
期間 2018 年 7 月 10 日（火）～8 月 9 日（木）
内容 お魚メインのデリプレートを割引、更にスープが付いたセット
時間 11:00～21:00 (L.O.20:30)
料金 通常￥1,580⇒￥1,500
※上記料金には消費税が含まれております。

ザ ロイヤルパークホテル 東京汐留
The Royal Park Hotel Tokyo Shiodome

国産有機玄米や野菜･豆･海藻を使ったお料理

〒105-8333 東京都港区東新橋 1-6-3 TEL.03-6253-1111 FAX.03-6253-1155
1-6-3 Higashi-shimbashi,Minato-ku,Tokyo 105-8333 TEL.+81-3-6253-1111 FAX.+81-3-6253-1155

【開業 15 周年を記念した特別カクテル『一期一会』を販売】
24 階 バー・ラウンジ「THE BAR」では、ホテル開業 15 周年を記念したカク
テルを期間限定で販売いたします。ライチとミントのリキュールを使用し、
見た目も爽やかなグリーンのカクテルです。バーテンダーが創り出すカク
テルを高層階から眺める夜景とともにお楽しみください。
期間 2018 年 7 月 1 日（日）～7 月 31 日（火）
場所 24 階 バー・ラウンジ「THE BAR」 料金 一杯 ￥1,500
※上記料金には消費税・サービス料(10%)が含まれております。

＜全国のザ シリーズでも開業 15 周年を記念したカクテルやデザートをお楽しみいただけます！＞
OASIS

Tiny Feather (タイニー・フェザー)

＜￥1,200＞
都会のオアシスをイメージした
爽やかなフルーツカクテルです。
ザ ロイヤルパークホテル 東京羽田
“TAILWIND”

＜￥1,500＞
甘口のシェリー酒とクリームリキュール
を合わせたデザートカクテルです。
ザ ロイヤルパークホテル 京都三条
“THE BAR”

筒型ブリオッシュのフレンチトースト

いちごのレアチーズケーキ

一期一会 （カクテル＆デザートセット）

＜￥1,000＞
アパレイユを染み込ませたブリオッシュ
を焼き上げてアイスクリーム、クレームシ
ャンティブルーベリー、フランボワーズを
添えました。
ザ ロイヤルパークホテル 京都四条
“ルボンヴィーヴル”

＜大人￥1,306 小学生￥653＞
サワークリームの入った
レアチーズケーキにいちごの
ジュレを流して仕上げました。
ザ ロイヤルパークホテル 福岡
“オクタカフェ”

～ザ ロイヤルパークホテル 東京汐留 15 周年記念～

※ランチブッフェにて提供いたします。

＜￥1,500＞
イチゴのマリネにローズヒップのグラニテとイチゴの
エスプーマをかけたデザートと汐留をイメージした
日本酒ベースのカクテルです。
ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋
“ムッシュいとう”
※単品でのご注文も承ります。

※上記料金には消費税が含まれております。但し、ザ ロイヤルパークホテル 東京汐留とザ ロイヤルパークホテル 福岡にはサービス料(10％)も含まれます。
※提供場所・提供時間などはホテルによって異なります。

上記以外にもお子様から大人まで親しまれている人気のキャラクター等との
コラボレーションルームを展開いたします。詳細について近日プレスリリースにてご紹介いたします。
※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ズアンドリゾーツ
ザ ロイヤルパークホテル 東京汐留 広報担当 江尻・山﨑
TEL：03-6253-1111(代表) 03-6253-1124(直通) FAX：03-6253-1155
https://www.the-royalpark.jp/the/tokyoshiodome/ メール info-shiodome@rphs.jp
ザ ロイヤルパークホテル 東京汐留
The Royal Park Hotel Tokyo Shiodome

〒105-8333 東京都港区東新橋 1-6-3 TEL.03-6253-1111 FAX.03-6253-1155
1-6-3 Higashi-shimbashi,Minato-ku,Tokyo 105-8333 TEL.+81-3-6253-1111 FAX.+81-3-6253-1155

