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“ ハイアット リージェンシー 東京のクリスマス ”
ハイアット リージェンシー 東京（所在地：東京都新宿区西新宿 2-7-2、総支配人：高沢朝美）では、ロビーライブ
やクリスマスケーキ、スパのパーティープランなど、ご家族やご友人、大切な方々とのクリスマスを、より楽しく
お過ごしいただける多彩なメニューやプランをご提供いたします。

クリスマスメニュー

各レストラン

大切な方と思い出に残るクリスマスとなりますよう、シェフたちが腕をふるうスペシャルメニュー。華やかに彩られ
た美味をお楽しみください。

中国料理「翡 宮」 聖誕大餐

「カフェ」 （左）クリスマスブッフェ、（右）クリスマスディナーコース

■フレンチレストラン「キュイジーヌ[s] ミッシェル・トロワグロ」

「ラウンジ」 クリスマススイーツセット

（1F）

クリスマスから年末年始にかけて、スペシャルコースをご用意します。
【期 間】 2015 年 12 月 19 日（土）～2016 年 1 月 4 日（月）
＊期間中は通常定休日の火・水曜日も営業いたします。
【メニュー／料金】
・ランチコース＜12:00～13:30＞
1 名様 ¥13,000（15,444）～
はじまりの一品／アミューズ／前菜／魚料理／肉料理／プレデセール／デセール／コーヒー・小菓子
＊魚または肉料理のいずれか一品の場合は¥10,000（11,880）
・ディナーコース＜18:00～20:30＞
1 名様 ¥23,000（27,324）～
はじまりの一品／アミューズ／前菜 2 品／魚料理／甲殻類料理／肉料理／
フロマージュ／プレデセール／デセール／コーヒー・小菓子
＊甲殻類料理を除く場合は、1 名様 ¥20,000（23,760）
■中国料理「翡 宮（ひすいきゅう）」
（1F）
華やかなオードブル、マンゴーマヨネーズとチリの 2 つのソースで味わうオマール海老など、豪華食材を使った
せいたんたいさん
目にも美しい、クリスマス特別コース“聖誕大餐”をご用意します。
【期 間】 2015 年 12 月 18 日（金）～25 日（金）
【メニュー／料金】
・聖誕大餐コース ＜17:30～21:00＞
1 名様 ¥9,500（11,286） ＊2 名様より承ります。
オマール海老の二種料理盛り / 国産和牛サーロインステーキ ポルチーニ茸入り 黒胡椒
ソースなど全 7 品
＊ランチタイム＜11:30～14:30＞にも承ります（要予約）。

■「カフェ」
（ロビーフロア・2F）
とろけるようにジューシーな黒毛和牛のローストビーフや、こんがり焼きあげたターキーをメインにピッツァ、パス
タ、温かなシチュー、クリスマスデザートなど、バラエティー豊かなブッフェ料理をご用意。ご家族やご友人との
クリスマスを盛りあげます。
＜クリスマスブッフェ＞
【期 間】 2015 年 12 月 19 日（土）～23 日（水・祝日） ＊21 日（月）・22 日（火）はディナータイムのみ開催
【メニュー／料 金】
ランチブッフェ
＜12:00～14:30＞
大人 ¥5,400（6,416）
ディナーブッフェ ＜17:30～20:00＞
大人 ¥7,500（8,910）
＊お子様料金、65 歳以上の方の料金もご用意しています。
＜クリスマスディナーコース＞
【期 間】 2015 年 12 月 24 日（木）・25 日（金）
【時 間】 17:30～21:30
【メニュー／料金】
1 名様 ¥9,800（11,643）
オマール海老とウニのスクランブル、黒毛和牛のローストビーフなど全 5 品
■「ラウンジ」
（1F）
クリスマスシーズンに飾られるオーナメントを模したガトー「ブール・ド・ノエル」にマカロンなどをあしらったクリス
マススイーツセットをご用意いたします。
＜クリスマススイーツセット＞
【期 間】 2015 年 12 月 1 日（火）～25 日（金）
【時 間】 10:30～20:00
【メニュー／料金】
1 名様 ¥2,200（2,614）
クリスマススイーツプレート／コーヒーまたは紅茶

ヴーヴ・クリコ・ヴィンテージ 2004

バー「オードヴィー」（3F）

クリスマスの乾杯にふさわしいヴィンテージシャンパンをお楽しみいただけます。
「ヴーヴ・クリコ・ヴィンテージ 2004」は、素晴らしい気候により歴史的な豊作年となった
2004 年に収穫されたブドウのみを使用し丹念に仕上げられたシャンパン。ピノ・ノワール
由来のしっかりとしたボディに、シャルドネが繊細さと優美さを添え、力強くエレガントな
香りとなめらかで豊かな味わいのバランスは絶妙です。輝きのある淡いゴールドの
色合いと、繊細なレース模様を思わせる泡立ち、複雑な香りと奥深い味わいをご堪能
ください。
【期 間】 2015 年 11 月 1 日（日）～12 月 25 日（金）
【時 間】 16:00～1:00（日・祝日 16:00～24:00）
【料 金】 グラス ¥2,600（3,089）、ボトル ¥18,000（21,384）

クリスマス スパ＆ドン ペリニヨン パーティープラン

スパ＆ウェルネス「ジュール」（28F）

クリスマスのラグジュアリーな思い出づくりに、スパ体験＋シャンパン付きパーティーはいかがでしょう。
優雅にリラクゼーションの時間をお楽しみいただけるスパ トリートメン
トと、中国料理「翡 宮」の個室で、「ドン ペリニヨン」とともに飲茶パー
ティーをお楽しみいただけるスペシャルプランです。カップルでも女
性同士でも 4 名様までご利用いただけます。
＊詳細は別途リリースをご用意しております。

【期 間】 2015 年 12 月 1 日（火）～12 月 25 日（金）
【時 間】 スパ＆ウェルネス「ジュール」 10:00～22:00
中国料理「翡 宮」 17:30～21:00
【料 金】 ¥200,000（216,000）
【人 数】 2～4 名様
【内 容】
＜スパ トリートメント＞
トリートメントの内容はご利用人数によって変わります。
2 名様ご利用時 1 名様 135 分
4 名様の場合： 女性 “ビオロジック ルシェルシュ”のボディまたはフェイシャル
3 名様ご利用時 1 名様 105 分
トリートメント（75 分）＋ヘッド マッサージ（15 分） 計90 分
4 名様ご利用時 1 名様 90 分
男性 ディープ ボディ ワーク（90 分）
＜飲茶パーティー＞ ＊中国料理「翡 宮」個室ご利用
飲茶コース（ご利用人数により内容が変わります）、シャンパン「ドン ペリニヨン」ルミナスボトル 1 本
＊スパご利用時にプール・フィットネスジムを無料でご利用いただけます。
＊トリートメントルームは男女別となります。

イベント
毎年恒例の無料でご鑑賞いただけるロビーライブと、華やかなクリスマスツリーや煌めくイルミネーションで、
お待ち合わせやお食事前後のひとときをお楽しみください。
■クリスマス ロビーライブ

（ロビーフロア・2F）

毎年恒例のロビーライブに、実力派シンガーのマヤ・ハッチが登場。クリスマスソングを中心に大人のクリスマス
を華麗に演出します。無料でご鑑賞いただけますので、お待ち合わせの際やお食事前後のひとときを、華やか
なクリスマスツリーが美しく彩るロビーでお楽しみください。
【日 時】 2015 年 12 月 24 日（木） 18:30～／20:30～（各回 30 分）
【出演者】 マヤ・ハッチ（ヴォーカル）、グレッグ・マッケンジー（ピアノ）
【料 金】 無料
■クリスマス イルミネーション＆デコレーション

（アトリウムロビー・ホテル外周エリア他）

心躍る季節、ハイアット リージェンシー 東京は煌めくイルミネーションと華やかなデコ
レーションに彩られます。壮麗なシャンデリアが輝く天井高 28ｍのアトリウムロビーには、
オーセンティックなクリスマスツリーが登場。この季節ならではの記念写真スポットとして
もおすすめです。また、ホテル外周には 60,000 個の LED 電球によるシャンパンゴール
ドに輝く「光の海」が登場します。
【期 間】

2015 年 11 月 7 日（土）～12 月 25 日（金）
＊ホテル外周のイルミネーションは 2016 年 2 月 29 日（月）まで
【点灯時間】 アトリウムロビー 終日
ホテル外周エリア 日没～2:00（深夜）
イルミネーションイメージ

クリスマスケーキ

「ペストリーショップ」（ロビーフロア・2F）
ひろかず

ペストリー・ベーカー料理長 佐藤浩一渾身の新作、最高級のチョコレートを使用し、
3 つの異なる味わいとオーナメントを模したキュートなデザインに仕上げた「ブール・
ド・ノエル」を含む、美味しく華やかなクリスマスケーキ 8 種や、ドイツの伝統的なクリ
スマスブレッド「シュトレン」に加え、今年はフランス・アルザス地方のクリスマススイー
ツも登場いたします。また、店頭予約に加え、オンラインショップでご注文いただけ
るケーキもご用意しました。
＊詳細は別途リリースをご用意しております。

【ご予約期間】 2015 年 10 月 20 日（火）～12 月 20 日（日） 10：00～21：00
【お渡し期間】 2015 年 12 月 20 日（日）～12 月 25 日（金） 11：00～20：00
【メニュー/料金】 ブッシュロン
¥8,000（8,640）＊限定 30 個
ブール・ド・ノエル（写真上）
¥3,100（3,348）＊限定 50 個
ブッシュ・ド・ノエル・ショコラ
¥3,800（4,104）
ブッシュ・ド・フレーズ
¥3,700（3,996）
★
ジャルダン・ド・フレーズ（写真中） ¥5,000（5,400）
ほか、「★ノワール」「クリスマスショートケーキ」「モンブラン」
など人気の定番メニューも取り揃えています。
＜アルザス地方のクリスマススイーツ＞（写真下）
★
パン・ド・ノエル ¥1,600（1,728）
★
パン・ド・エピス ¥1,800（1,944） など 4 種
＜★シュトレン＞ ¥2,700（2,916）
★オンラインショップ（URL http://goo.gl/Huq6NK）でご注文いただけるケーキです。
＊ご予約およびご変更は、お渡し日の 2 日前までにお願いいたします（シャルダン・ド・フレーズは 7 日前まで）。
＊アルザス地方のクリスマススイーツは 2015 年 11 月 10 日（火）～12 月 25 日（金）まで販売いたします。
＊シュトレンは 2015 年 11 月 20 日（金）より販売いたします。

※（ ）内はサービス料・消費税が含まれたお支払い金額です。なお、「ペストリーショップ」のみ消費税が含まれた
お支払い金額となります。
※商品名・内容・価格等は、変更になる場合がございますことをご了承ください。
※詳細はお問い合わせください。

【一般の方からのお問い合わせ・ご予約先】

T: 03 3348 1234（代表）

＊画像データをご希望の方はお問い合わせください。

西新宿に位置するラグジュアリーホテル、ハイアット リージェンシー 東京。世界 51 ヶ国で 618 軒のホテル
およびリゾートを管理、所有、開発、フランチャイズ経営するハイアット ホテルズ コーポレーションの日本
初のホテルとして 1980 年に開業。常に時代をリードする新鮮な感覚と伝統に培われた確かで温かなサービ
スで、国内外のお客様より高い評価をいただいています。＊2015 年 11 月 1 日現在

本件に関する報道関係者のお問い合わせ先
ハイアット リージェンシー 東京
160-0023 東京都新宿区西新宿 2-7-2
マーケティング部 福井、野﨑、近藤
T: 03 5321 3523（直通） F: 03 3340 5767（直通）
tokyo.regency.hyatt.jp

