報道関係各位

2020 年 9 月 28 日
株式会社丸ノ内ホテル

“
「感謝」あふれる、秋の丸ノ内ホテル”
様々なシーンに合わせた多彩なプランを販売する全館共同フェア
2020 年 10 月 1 日（木）～11 月 30 日（月）
株式会社丸ノ内ホテル（所在地：東京都千代田区丸の内 1-6-3、総支配人：江澤 秀之）では、2020 年 10
月 1 日（木）～11 月 30 日（月）までの期間限定で、
“
「感謝」あふれる、秋の丸ノ内ホテル”をテーマに全
館での共同フェアを開催いたします。
ホテルからお客様への感謝はもちろん、お客様が感謝の気持ちをお伝えするシーンにふさわしいプラン
や、自分へのご褒美にぴったりなプランなど、様々な「感謝」あふれる商品を販売します。
安心・安全な空間で、日常から離れて過ごす特別なひとときをぜひお楽しみください。

ポム・ダダン「秋の収穫祭」

「メッセージを添えたフラワーボックス」で感謝を伝える宿泊プラン

■想いをカタチに。様々な「感謝」を多彩に楽しむ秋のフェア
この度の全館フェアでは 4 つの“感謝”をテーマに、多様なプランや商品をご用意します。
①お客様へ「感謝」を込めた、味覚の秋にふさわしいレストランメニュー
フレンチレストラン「ポム・ダダン」では、香川県産オリーブ牛やフォアグラ、トリュフなど贅沢な食
材と、秋ならではの食材を使用した、
「秋の収穫祭」～贅沢食材を季節の味覚とともに～ をご用意しま
す。ソムリエがセレクトしたワインとともに、秋を謳歌できるメニューです。
②ゲストからゲストへ「感謝」の気持ちを伝えるシーンにおすすめのレストランメニュー
日本料理「大志満 椿壽」では、成長や長寿に感謝する、ご家族でのお祝いの席にふさわしい懐石料理
「禄」や、七五三を迎えるお子様にぴったりの「お子様祝い膳」を提供するほか、鉄板焼処「大安くら
ぶ」では、親しい方へ感謝を伝えるお料理として「特製ステーキディナー」を特別料金で販売します。
③自分へのご褒美に･･･自分の時間を過ごせることに「感謝」する商品・プラン
シガーショップ バー&カフェ「ル・コネスール」では、新たな葉巻との出会いをお手伝いできるよう、
ドミニカ産の新作シガー「ベガフィナ 1998」をご用意。大切な人へのギフトとしてもご利用いただけま
す。英国式リフレクソロジーサロン「凜」では、健康に感謝し、日頃の疲れを取り、全身リセットできる
特別プラン、
「ボディ＆フェイシャル・ヘッドケア」を販売します。
④おこもりステイが叶う！遠出せずに羽を伸ばせることに「感謝」できる、ステイケーションプラン
スイートルームでのご滞在と、館内で使えるダイニングクレジット付きプラン、
【贈るホテルステイ】
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季節の彩りに想いを込めて ～ディナータイムのダイニングクレジット付～」宿泊プランを販売します。
メッセージ付きのフラワーボックスで大切な人へ感謝を伝えるシーンにもおすすめです。

＜「感謝」あふれる、秋の丸ノ内ホテル フェア詳細＞
ご予約・お問合わせ 03-3217-1117 (ポム・ダダン 直通)

8F フレンチレストラン「ポム・ダダン」
ご利用されるお客様に感謝の意を込めて、香川県産のオリ
ーブ牛を始めとする贅沢な食材と、この季節ならではの食材
を組み合わせ、ワインとの相性ぴったりな、
「秋の収穫祭 ～
贅沢食材を秋の味覚とともに～ をご用意しました。スポイ
トに入ったソースをかけてお召し上がりいただく「ロースト
ビーフとフォアグラテリーヌのロッシーニ風」や、包装を解
きながら、ポルチーニとトリュフの芳醇な香りを楽しめる
「ポルチーニ、トリュフのグラタン カルタファタ包み」な
ど、お客様ご自身でもお楽しみいただけるよう、お食事の提
供方法にもこだわりました。
国産ワイン３種類の「ソムリエセレクション」や、国内
外のワインを含むお飲物の「フリーフロー」とともに、安ら
ぎの秋のひとときをお楽しみください。
「秋の収穫祭」 ～贅沢食材を秋の味覚とともに～ (10/1～11/30）
提供時間：11:30～14:00、17:30～22:00 (L.O. 20:30)
料金：1 名様 ￥7,865 （サービス料・消費税込）

内容：全 8 品(真鯛とさつま芋のセビーチェ、ローストビーフとフォアグラテリーヌのロッシーニ風、帆立貝・海老・
マッシュルームのアヒージョ、ポルチーニ、トリュフのグラタン カルタファタ包み、オリーブ牛フィレ肉のス
テーキ マスタードソース他)
ワイン：
「ソムリエセレクション」
：国産ワイン 3 種(赤・白・スパークリング) 1 名様 3,025 円(サービス料・消費税込)
「フリーフロー」
：国内外ワインを中心に 13 種類のお飲物が飲み放題(90 分制) 1 名様 4,235 円(サービス料・消費税込)

7F 日本料理「大志満 椿壽」

ご予約・お問合わせ 03-5218-8080 (大志満 椿壽 直通)

「大志満 椿壽」では、記念日のお祝いや、ご家族とともに過ご
す大切な時間をお手伝いしたいという思いから、慶事懐石コース
「禄」と七五三の主役のお子様にぴったりな「お子様祝い膳」をご
用意しました。器に盛り付けられたお料理に、深まりゆく秋を愛で
られるよう、職人がひと皿ひと皿丁寧にお作りし、ご提供します。
ご長寿の方の健康や、お子様の健やかな成長を加賀の伝統料理でお
祝いし、ご家族へ感謝の気持ちを伝えてみてはいかがでしょうか。
懐石「禄」
・
「お子様祝い膳」(10/1～11/30）
提供時間：11:00～15:00 (L.O. 14:30)、17:00～21:00 (L.O. 19:30)
※日曜・祝日のディナーはお問い合わせ下さい。
料金：懐石「禄」1 名様 12,500 円(サービス料・消費税込)
「お子様祝い膳」1 名様 3,600 円(サービス料・消費税込)
内容：懐石「禄」：先付・前菜・吸物・造り・多喜合せ・家喜物・寿物・
お食事・お食後
お子様祝い膳 ：お子様弁当・デザート
※個室利用の際は別途個室料を頂戴します。
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7F 鉄板焼処「大安くらぶ｣

ご予約・お問合わせ 03-3215-1051 (大安くらぶ 直通)

「大安くらぶ」では、ご来店いただく皆様へ感謝を込めて、
上質な黒毛和牛「しずおか育ち」をメインディッシュにした
コース料理を特別価格でご提供します。
香りや音でも堪能できる臨場感あふれる鉄板焼処のお席
は、
大切な方に感謝の気持ちをお伝えするシーンにもおすす
めです。
デザートにはメッセージプレートをお付けしますの
で、ぜひこの機会にご利用ください。
「特製ステーキディナー」(10/1～11/30)
提供時間：17:30～21:00 (L.O. 20:00)
料金：1 名様 14,250 円
→ このご案内を見て、ご利用前日迄に予約されたお客様限定 1 名様 10,000 円(サービス料・消費税込)
内容：前菜（サラダ仕立て）
・季節の焼き野菜 7 種・特選黒毛和牛しずおか育ち A5 ランクロース（150g）
・お食事・
デザート・コーヒーまたは紅茶

7F シガーショップ バー&カフェ「ル・コネスール｣

ご予約・お問合わせ 03-3215-5555 (ル・コネスール 直通)

「ル・コネスール」では、変わりゆく新しい日常の中でも、
シガーを愉しめるよう、3 種類の新作シガー、ドミニカ産「ベ
ガフィナ 1998」をご用意しました。
愛煙家の方はもちろん、葉巻初心者の方にも新たなシガーと
の出会いをお楽しみいただけます。上質な非日常空間で、寛ぎ
のひとときをお過ごしください。
「ベガフィナ 1998」 (～11/30)
販売時間：平日・土 11:00～23:30 (L.O.23:00)
日・祝 11:00～23:00 (L.O.22:30)
内容：ベガフィナ・1998/50 1 本 \1,020(消費税込み) なめらかで
マイルドな煙、ウッディなアロマ
ベガフィナ・1998/52 1 本 \1,320(消費税込) 雑味を抑えた甘み、フローラルで香り高いアロマ
ベガフィナ・1998/54 1 本 \1,530(消費税込) 口いっぱいに広がるクリーミーでコクのある煙
※新作シガー３種全てをご購入された方の中から「シガーカッター」が当たるプレゼントキャンペーンも実施！
※未成年者への販売はしておりません。

英国式リフレクソロジー「Salon 凜 rin」

ご予約・お問合わせ 03-3217-1111 (フロント課)

「サロン凜」では、テレワークやデスクワークで疲れがたまって
いる方へ、オールハンドの丁寧な施術でリフレッシュできるトリ
ートメントメニューを 1 日 2 名様限定で提供します。
体調やご気分に合わせてお選びいただける、秋のおすすめアロ
マオイルの香りと合わせて、心と身体のリフレッシュタイムをお
過ごしください。
「ボディ＆フェイシャル・ヘッドケア」(10/1～11/30）
時間：15:00～22:00 (最終受付 21:00)
内容：ボディ＆フェイシャル・ヘッドケア 1 名様 120 分 26,400 円
(消費税込)
※リフレクソロジー専用ルームでの施術となります。※男女ご利用可能です。
※皮膚や心臓に疾患のある方、妊娠初期の方、泥酔状態の方はご遠慮ください。その他、体調が気になる方はスタッフ
にお尋ねください。
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宿泊プラン

ご予約・お問合わせ 03-3217-1111 (予約課)

近場で味わう非日常、
“ステイケーション”をお楽しみいただけ
る、最上階スイートルームでの、おこもりステイプランです。
リビングルーム付きの広々としたお部屋の窓からは、刻々と移り変
わる東京の美しい眺望をご覧いただけます。
館内のレストラン・バー4 店舗でご利用可能な 1 万円のダイニング
クレジットや、お持ち帰り可能なフラワーボックスの特典付きなの
で、優雅な寛ぎの時間とともに、大切な方へのプレゼントとしてのホ
テルステイが叶います。
【贈るホテルステイ】季節の彩りに想いを込めて ～ディナータイム
のダイニングクレジット付～(朝食付) (～11/30)
料金：スイートルーム 1 泊 1 室 2 名様ご利用 83,376 円(サービス料・消費税込み)
特典：・ダイニングクレジット 1 泊 1 室 10,000 円分
（ご利用対象：フレンチレストラン「ポム・ダダン」
、日本料理「大志満椿壽」
、鉄板焼処「大安
くらぶ」
、シガーバー＆カフェ「ル・コネスール」
）

・和洋選べる朝食（日本料理「大志満椿壽」またはフレンチレストラン「ポム・ダダン」）
・駐車券 1 枚(1 泊 1 台分、チェックアウトまで出入庫自由)
・客室装花・お持ち帰り可能なフラワーボックス（メッセージカードをご用意可能）
※ダイニングクレジットをご利用の際は事前にお席のご予約をおすすめします。

丸ノ内ホテル 新型コロナウイルス感染予防・感染拡大防止のための取り組みについて
・ご入館時に検温を実施しています。
・手指消毒用のアルコール消毒液を館内に常設しています。
・フィジカルディスタンスに配慮し、通常より間隔を空けてロビーソファやテーブルをレイアウトしています。
・館内各施設・設備の接触頻度の多い箇所（ドアノブ、エレベーターボタン、手すり等）に定期的な除菌対策を
含めた清掃を行っています。また、レストランのテーブル及び、テーブル備品、座席はご利用毎に除菌対策を
含めた清掃を行っています。
・サービススタッフはマスク・手袋を着用しています。一部のスタッフはフェイスシールドを着用しています。
詳細は右記URLよりご確認ください。
https://www.marunouchi-hotel.co.jp/202006coronavirus/
※掲載内容は 2020 年 9 月時点のものです。営業時間などの詳細は店舗へご確認ください。※メニューやプランの内容は仕入れ状況や、その他の理由
により、変更される場合があります。※写真は全てイメージです。※イベント内容は予告なく変更される場合があります。予めご了承ください。

丸ノ内ホテル 概要
1924 年（大正 13 年）以来、95 年を超える歴史を刻む丸ノ内ホテルは、2004 年東
京駅丸の内北口からすぐの現在の地に移転リニューアルオープンしました。
「世界のお客様へ わが家のおもてなしを」をコンセプトにプロフェッショナルか
つアットホームな接客サービスで、独自のホテルスタイルを追求し続けております。
国内外から数多くのお客様が訪れ、グローバル化が進む丸の内エリアで、温もりある
サービスと溢れる笑顔で皆様をお迎えいたします。
【丸ノ内ホテル】
［所在地] 東京都千代田区丸の内 1-6-3
［TEL] 03-3217-1111（代表）
＜報道関係様からのお問い合わせ先＞
株式会社丸ノ内ホテル 事業推進部 鈴木 崇利、木村 さやか TEL：03-3548-0181
〒100-0005 東京都千代田区丸の内 1-6-3 https://www.marunouchi-hotel.co.jp
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