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ROYAL PARK HOTEL NEWS 

 

報道関係各位                                            2014.10.21 

ロイヤルパークホテル Christmas2014 

高さ 5 メートルのメインツリーが心躍るクリスマスを演出 

“クリスマス限定ランチ・ディナーのご案内” 

2014 年 12 月 20 日（土）～25 日（木） 

 

ロイヤルパークホテル（所在地：中央区日本橋蛎殻町 2-1-1、総支配人：南 安）では、

11月 17日（月）～12月 25日（木）の期間、1Fロビーをはじめホテル内で、クリスマスシ

ーズンディスプレイを実施します。また 12月 20日（土）より、各レストランでは、特別で

心温まるクリスマスをお過ごしいただける、クリスマス限定ディナーをご提供いたします。 

 

街がイルミネーションで輝き、心躍る季節、クリ

スマス。ロイヤルパークホテルでは、1Fロビーに

て、高さ 5メートルを誇り、煌びやかなオーナメン

トを施したメインツリーがお客様をお迎えいたし

ます。館内のリースやクリスマスデコレーションと

ともに、ロビーシャンデリアの輝きをさらに引き立

て、上質で華やかなクリスマスを演出します。 

 

ホテル内の各レストランでは、熟練のシェフが腕

によりをかけた繊細かつ丹念に仕込まれたクリス

マス限定メニューをご用意。“食のロイヤルパーク

ホテル”を代表するお料理の数々が、お客様のクリ

スマスを艶やかに贅沢に彩ります。クリスマス気分

を盛り上げる「シャンパン」付きディナーコースも

充実。 

 

フランス料理だけでなく、和食や中国料理でも

クリスマスを堪能していただけるメニューをご

用意いたしましたので、世代を問わずお楽しみい

ただけます。 

 

ロイヤルパークホテルで、心温まるクリスマスを大切な方とお過ごしください。 

 

※各レストランの詳細は、次ページ以降をご覧ください。 
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【クリスマス限定レストランメニュー】 

■ホテル最上階で楽しむクリスマスディナー 

【20F】レストラン＆バンケット「パラッツオ」 

東京の夜景を眺めながら、格調高いヨーロピアンテイスト

の落ち着いた空間でお楽しみいただけるクリスマス限定デ

ィナー。熟練した職人が腕によりをかけたフレンチをご賞味

いただけます。 

 

 

 

 

 

 

■ホテル最上階で楽しむクリスマス特別ランチブッフェ 

【20F】レストラン＆バンケット「パラッツオ」 

柔らかな陽光が降りそそぎ、東京の景色をお楽しみいた

だける空間で、クリスマス特別ランチブッフェをご用意い

たします。いま人気のホテルブッフェ。お得な価格でホテ

ルクオリティのお料理をお好きなだけお召し上がりいた

だけます。 

 

 

 

 

 

 

■シェフが目の前で調理するライブ感を味わう 

【20F】鉄板焼「すみだ」 

シェフ自ら厳選する和牛をメインに、旬の魚介類や季節

の野菜を、鮮やかなナイフさばきでお客様の目の前で調理

いたします。最上階からの眺望とジューシィな味わいに、

思わず笑顔がこぼれます。ランチとディナーでどうぞ。 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の宿泊プラン】 

【期 間】12月 20日（土）～25日（木）／17:30～22:00（ラストオーダー21:00） 

【ご料金】お一人様 12,000円（税込 12,960円） 

※15,000円（税込 16,200円）、18,000円（税込 19,440円）のコースもご用意しております。 

＜早期特典＞ご利用日 1か月前までのご予約で、1,000円（税込 1,080円）割引！ 

【期 間】12月 20日（土）～23日（火・祝） 

【お時間】1部／11:30～13:00、2部／13:30～15:00 

【ご料金】お一人様 5,000円（税込 5,400円）、お子様 3,000円（税込 3,240円） 

  シニア  4,500円（税込 4,860円） 

＜クリスマス ディナーコース＞ 

【期 間】12月 20日（土）～25日（木） 17:30～22:00（ラストオーダー21:00） 

【ご料金】お一人様 20,000円（税込 21,600円）or 25,000円（税込 26,520円） 

※23日（火・祝）、24日（水）に限り 2部制（1部／17:30～19:30、2部／20:00～22:00） 
＜早期特典＞ご利用日 1か月前までのご予約で、2,000円（税込 2,160円）割引！ 

＜クリスマス ランチコース＞ 

【期 間】12月 20日（土）～25日（木） 11:30～15:00（ラストオーダー14:00） 

【ご料金】お一人様 8,000円（税込 8,640円）or 10,000円（税込 10 ,800円） 

※20 日（土）、21日（日）、23日（火・祝）に限り 2部制（1部／11:30～、2部／13:30～） 
＜早期特典＞ご利用日 1か月前までのご予約で、1,000円（税込 1,080円）割引！ 
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■繊細で奥深い“和”を味わう 

【5F】日本料理「源氏香」 

昨年、無形文化遺産に登録され、世界から注目が集まる

“和食”。クリスマスには、シャンパンとのマリアージュ

をお楽しみいただけるお料理の数々をご用意いたします。

繊細で奥深い和食で粋なクリスマスをお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の宿泊プラン】 

 

 

 

■食は広州にありと言われる広東料理をクリスマスに 

【B1F】中国料理「桂花苑」 

奥が深く、またバラエティに富む広東料理。魚介類と高

度な技術がそろって初めて作り出される豊かな味わいを、

クリスマスにお楽しみください。ご友人とカジュアルにお

楽しみいただけるプランもご用意いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の宿泊プラン】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜シャンパンと楽しむ和食のクリスマス＞ 

【期 間】12月 20日（土）～25日（木） 17:30～22:00（ラストオーダー21:00） 

【ご料金】お一人様 15,000円（税込 16,200円） 
＜早期特典＞ご利用日 1か月前までのご予約で、2,000円（税込 2,160円）割引！ 

 

＜和食で楽しむクリスマスランチ＞ 

【期 間】12月 20日（土）～25日（木） 11:30～15:00（ラストオーダー14:00） 

【ご料金】お一人様 6,000円（税込 6,480円） 
＜早期特典＞ご利用日 1か月前までのご予約で、1,000円（税込 1,080円）割引！ 

＜中国料理で楽しむクリスマス女子会＞ 

～個室で楽しむ 120分“はしゃが Night”～ 

【期 間】12月 20日（土）～25日（木） 17:30～22:00（ラストオーダー21:00） 

【ご料金】お一人様 6,500円（税、サービス料込） 
＜特 典＞ホールケーキ・スパークリングワイン付き！ 

 
＜シャンパンと楽しむ“中国料理”のクリスマス＞ 

【期 間】12月 20日（土）～25日（木） 17:30～22:00（ラストオーダー21:00） 

【ご料金】お一人様 15,000円（税込 16,200円） ※グラスシャンパン付き 
＜早期特典＞ご利用日 1か月前までのご予約で、2,000円（税込 2,160円）割引！ 

 
＜中国料理で楽しむクリスマスランチ＞ 

【期 間】12月 20日（土）～25日（木） 11:30～15:00（ラストオーダー14:00） 

【ご料金】お一人様 5,000円（税込 5,400円） 
＜早期特典＞ご利用日 1か月前までのご予約で、1,000円（税込 1,080円）割引！ 
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■ファミリーでワイワイ楽しいクリスマス 

【1F】コーヒーショップ「シンフォニー」 

ホテルの美食をお得な価格で、好きなだけお楽しみ

いただける人気のホテルブッフェ。 

今年もシンフォニーでは、クリスマスバージョンの

ブッフェをご用意。カップルで、ご友人と、ファミリ

ーで楽しく美味しい時間をお過ごしください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記（）内の価格は税込価格です。税込表示価格にサービス料 10％を別途頂戴いたします。 

※写真はすべてイメージです。 

 

【ロイヤルパークホテル 概要】 

 

ロイヤルパークホテルは、地上 20階、地下 3階、客室 417室、13か所の宴会場、1000㎡

を誇る大宴会場を備え、お客様の幅広いニーズにクオリティの高いサービスをご提供する

ユニークかつデラックスなホテルとして、1989年 6月 1日にオープンし、2014年で 25周

年を迎えました。 

 

＜ロケーション＞ 

東京都中央区日本橋蛎殻町 2-1-1 TEL：03-3667-1111（代） 

・東京駅より 2km（車で 10分） 

・東京メトロ「水天宮前」駅直結 

・東京エアシティターミナルと隣接 

成田空港までリムジンバスで 60分、羽田空港まで 20分 

※東京の玄関口、空の玄関口からのアクセスが至便な立地

のため、日本全国、世界中のお客様にご利用いただいてお

ります。 

 

 

＜クリスマスディナーブッフェ＞ 

【期 間】12月 20日（土）～25日（木） 

【お時間】1部／17:30～19:00、2部／19:30～21:30 

【ご料金】お一人様 8,000円（税込 8,640円）、お子様 5,000円（税込 5,400円） 

  シニア 7,000円（税込 7,560円） 
 

＜クリスマスランチブッフェ＞ 

【期 間】12月 20日（土）～23日（火・祝）※12月 22日（月）は除く 

【お時間】1部／11:30～13:00、2部／13:30 ～15:00 

【ご料金】お一人様 5,000円（税込 5,400円）、お子様 3,000円（税込 3,240円） 

  シニア 4,500円（税込 4,860円） 

※お子様は 4歳～12歳、シニアは 65歳以上の方とさせていただきます。 
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ROYAL PARK HOTEL NEWS 

 

報道関係各位                                            2014.10.21 

ロイヤルパークホテル Christmas2014 

日本ジャズ界を代表するヴォーカルクィーンの甘く切ない歌声が聖夜を彩る 

「阿川泰子 クリスマスディナーショー」 

10 月 6 日（月）よりチケット発売開始 ※開催日 2014 年 12 月 24 日（水） 

 

ロイヤルパークホテル（所在地：中央区日本橋蛎殻町 2-1-1、総支配人：南 安）は、2014

年 12月 24日（水）に、日本のジャズ界を代表するヴォーカリスト阿川泰子による、クリス

マスディナーショーを開催いたします。 

艶やかで滑らかな歌声で多くの人を魅了し続け、80年代の美女ジャズシンガーの代名詞

とも言われる阿川泰子。今年初開催となる当ホテルでのクリスマスディナーショーでは、ジ

ャズのスタンダードナンバーを中心に、ご披露いただきます。 

ステージとは違いシンガーを身近に感じられ、圧倒的な迫力が人気のディナーショー。ク

リスマスの煌めく夜に魅惑の歌声をお楽しみいただけます。 

ディナーショーのもう一つのお楽しみは、食のロイヤルパークホテルならではのフレンチ

フルコース。クリスマスイブに相応しい季節感にあふれ、丹念に作り込まれた一皿一皿を、

華麗なステージとともにご堪能ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜阿川泰子クリスマスディナーショー概要＞ 

■日時：2014 年 12 月 24 日（水） ショー受付 18:30～、ディナ

ー19:00～、ショータイム 20:20～ 

■料金：お一人様 32,000円 （ショー、ディナー、ワンドリンク、消費税・サービス料込） 

■会場: 3Fロイヤルホール 

 

【阿川泰子 プロフィール】 

神奈川県鎌倉市出身。文学座演劇研究所にて演劇を学ぶ。 
その後、女優として東宝映画「華麗なる一族」、「青春の門」など

に出演。また、TV ドラマ「太陽にほえろ」、「ウルトラマン・レ

オ」などにも出演する。 
その女優時代に、ジャズ・クラリネットの故鈴木章治を紹介さ

れ、ジャズ・ボーカリストの道を歩みはじめる。その後、「鈴木

章治とリズム・エース」の専属シンガーとなり、プロ・ボーカリ

ストのキャリアをスタートする。 


