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【ザ・リッツ・カールトン東京】
ホリデーシーズンをホテルで愉しむ各種プランを１２月１日より
全館で段階的に提供開始
～おこもりステイに相応しいお部屋で楽しむクリスマスディナーコースもご用意～
ザ・リッツ・カールトン東京（港区赤坂 9-7-1 東京ミッドタウン、総支配人：田中 雄司）では、
2021 年 12 月 1 日より、クリスマスや年末年始を華やかに、そして安心してお愉しみいただける館
内各レストランのスペシャルメニューのご提供を段階的に開始いたします。また、ホリデーシ
ーズンのおこもりステイをより豪華に演出するインルームダイニングによるクリスマスディナーコ
ースもご用意いたします。

◆フェスティブ アフタヌーンティー

クラシックなオーナメントで彩られる全長
6 メートルのクリスマスツリーがお客様をお迎え
するザ・ロビーラウンジでは、蟹やターキーなど
旬の食材を使用したセイボリーと、オーナメントや
サンタハット、トナカイなど愛らしいモチーフ
がデザインに落とし込まれたスイーツでクリスマス
を華やかに盛り上げる「フェスティブ アフタヌー
ンティー」をご用意いたします。ホリデーシーズン
限定フレーバーが加わった全 13 種類の紅茶と共
に、優雅な午後をお過ごしください。

期間： 2021年12月1日（水）〜2022年1月5日（水） 12:00〜17:00
料金： フェスティブ アフタヌーンティー 7,200円、10,000円の2種類（コーヒー又は紅茶付き）
フェスティブ アフタヌーンティー セミブッフェ 10,000円（コーヒー又は紅茶付き）、13,000円
（「ザ・リッツ・カールトン プライベート キュヴェ」シャンパーニュの90分間フリーフロー付き）
※「フェスティブ アフタヌーンティー セミブッフェ」は18日（土）と19日（日）の2日間限定提供
場所： ザ・ロビーラウンジ（45階）
オンライン予約 https://www.tablecheck.com/ja/shops/ritzcarlton-tokyo-thelobbylounge-bar/reserve
※クリスマスツリーの展示は、2021年12月1日（水）から12月25日（土）までとなります。

◆フェスティブ カクテル コレクション
東京の摩天楼を一望できるザ・バーでは、本年もホリデーシーズン限定のスペシャルカクテル
2 種をご用意いたします。ヨーロッパのクリスマスマーケットをイメージしたエディブル
カクテルの「マーケット・フィーリング(Market Feeling)」と、南半球のフェスティブシーズンの
定番として知られるパンチカクテルに和の要素をプラスした「ダウンアンダーズ・フェスティブ
(Down Under’s Festive)」をご提供いたします。ジャズの生演奏とともにお楽しみください。
「マーケット・フィーリング(Market Feeling)」
一層目は和三盆の優しい甘みとバニラの香
り の キャラメリゼを、 二層目にはドイツでよ
く飲まれるカスタード味のホットドリンクをイ
メージし柔らかくまとめたお酒入りのプリン風な
味わいを、三層目にはクリスマスマーケットでも
人気の高いスパイスのきいたグリューワインを表
現しました。 サンタクロースのひげのようにエ
スプーマをふわりとトップに加えることで見た
目にもかわいい、食べながら飲むマーケットホリデ
ーカクテルです。
「ダウンアンダーズ・フェスティブ(Down Under’
s Festive)」
12 月、1 月といえば、クリスマスやニューイヤーの
冬のイメージがありますが、夏のクリスマスやニ
ューイヤーを過ごす南半球のオーストラリアやニュ
ージーランドでは、冬のフェスティブシーズンと
は異なり、トロピカルフルーツの沢山入ったパ
ンチスタイルのサングリアなどがよく見られま
す。今年は南半球で人気のパンチカクテルと、日
本の初詣などで振舞われる甘酒を合わせたオリジナ
ルカクテルをご用意いたしました。

期間： 2021年12月1日（水）〜2022年1月3日（月）
料金： 各3,600円
場所： ザ・バー（45階）
※夜の演奏時間帯でのご利用は、エンターテイメントチャージ（2,000円）を申し受けます。

その他、フレンチダイニング「アジュール フォーティーファイブ」、今年ビストロノミーとして
新たに生まれ変わった「タワーズ」、会席、寿司、天麩羅、鉄板焼の 4 つのエリアを有する
日本料理「ひのきざか」では、ホリデーシーズンに相応しい特別メニューをご用意いたします。
各レストランの詳細は以下の通りです。

◆アジュール フォーティーファイブ

◇ フェスティブディナー
期間： 2021 年 12 月 18 日（土）〜23 日（木）17:30〜/18:00〜/20:30〜/21:00〜
料金： 38,000 円、窓側席 45,000 円（全 7 品、グラスシャンパーニュ「クリュッグ グランキュヴェ
ブリュット エディション 169」付き）
◇ クリスマスディナー
期間： 2021年12月24日（金）〜25日（土）17:30〜/18:00〜/20:30〜/21:00〜
料金： 41,000 円、窓側席 48,000 円（全 7 品、グラスシャンパーニュ「クリュッグ グランキュヴェ
ブリュット エディション 169」付き）
◇クリスマスランチ
期間： 2021 年 12 月 25 日（土）〜26 日（日）11:30〜14:30 L.O.
料金： 17,500円（全5品、グラスシャンパーニュ「クリュッグ グランキュヴェ ブリュット
エディション169」付き）

◇ニューイヤーズイブ ディナー
期間： 2021年12月31日（金） 17:30〜/18:00〜/20:30〜/21:00〜
料金： 38,000 円、窓際席 45,000 円（全 7 品、グラスシャンパーニュ「クリュッグ グランキュヴェ
ブリュット エディション 169」付き）
オンライン予約 https://www.tablecheck.com/shops/ritzcarlton-tokyo-azure45/reserve
◆タワーズ

◇ フェスティブブランチ
期間： 2021年12月4日（土）～19日（日）の毎週土曜、日曜日、12月26日(日) 、2022年1月1日
（土・祝）～3日（月） 11:30～15:00 L.O.
料金： 10,500 円
◇ フェスティブディナー
期間： 2021年12月18日（土）～23日（木） 17:00～21:00 L.O.
料金：28,000円（全5品、グラスシャンパーニュ「ペリエ・ジュエ グラン・ブリュット」付き）、
33,000円（窓側席、全5品、グラスシャンパーニュ「クリュッグ グランド・キュヴェ」付き）

◇ クリスマスブランチ
期間：12月24日（金）～25日(土）11:30～13:30 L.O
料金： 10,500 円
◇ クリスマスディナー
期間： 2021年12月24日（金）〜25日（土） 17:00〜21:00 L.O.
料金： 31,000 円（全 5 品、グラスシャンパーニュ「ペリエ・ジュエ ブラゾン・ロゼ NV」付き）、
37,000 円（窓側席、全 5 品、グラスシャンパーニュ「クリュッグ グランド・キュヴェ」付き）
◇ニューイヤーズイブ ディナー
期間： 2021年12月31日（金） 17:00〜21:00 L.O.
料金： 35,000 円（全 5 品、グラスシャンパーニュ「ペリエ・ジュエ ブラゾン・ロゼ NV」付き、
ライブ演奏あり）
オンライン予約 https://www.tablecheck.com/ja/shops/ritzcarlton-tokyo-towers/reserve

◆ひのきざか

◇ クリスマスランチ
期間： 2021年12月24日（金）～25日（土） 11:30～15:00 L.O
料金： 15,400 円（全エリア）
◇ クリスマスディナー
期間： 2021年12月24日（金）〜25日（土） 17:00〜21:00 L.O.
料金： 38,000 円（会席、寿司、鉄板焼）、35,800 円（天麩羅）
◇ ホリデーランチ
期間： 2021年12月26日（日）～30日（木） 11:30～15:00 L.O
料金： 11,000 円（全エリア）
◇ ホリデーディナー
期間： 2021年12月26日（日）～30日（木） 17:00〜21:00 L.O.
料金： 31,000 円（会席、寿司）、32,000 円（鉄板焼）、27,000 円（天麩羅）
◇ ニューイヤーズイブ ランチ
期間： 2021年12月31日（金） 11:30〜14:30 L.O.
料金： 20,500 円（全エリア）
◇ ニューイヤーズイブ ディナー
期間： 2021年12月31日（金） 17:00〜21:00 L.O.
料金： 38,000 円（会席、寿司、鉄板焼）、36,000 円（天麩羅）

◇ お正月朝食
期間： 2022年1月1日（土･祝） 8:00〜9:30 L.O.
料金： 9,600 円
◇ ニューイヤー ランチ
期間： 2022年1月1日（土･祝）〜3日（月） 11:30〜14:30 L.O.
料金： 20,500 円（全エリア）
◇ ニューイヤー ディナー
期間： 2022年1月1日（土･祝）〜3日（月） 17:00〜21:00 L.O.
料金： 38,000 円（会席、寿司、鉄板焼）、36,000 円（天麩羅）
◆インルームダイニング

当ホテルでのご滞在中、レストランのフルコースディナーをご宿泊中の客室にてお召し上がりい
ただけるフェスティブシーズン限定の「クリスマスディナーコース」をご提供いたします。都
心の夜景が一望できるプライベートな特等席では、まるでご自宅でお過ごしいただくような感
覚でリラックスしてお食事をお愉しみいただけます。また、お食事をより華やかにお愉しみい
ただけるドン ペリニヨン 1本とオリジナルグラスのセットやキャビアスタンドのオプションメ
ニューを期間限定でご提供いたします。
◇クリスマスディナーコース
期間： 2021年12月17日（金）〜25日（土）17:00〜21:00 L.O.
(タワーズのレストラン営業時間と同様)
料金： 36,000 円
オプションメニュー
 ドン ペリニヨンとオリジナルグラスセット 45,500 円
 キャビアスタンド 27,500 円

※レストランの営業時間は、変更の可能性がございます。
※上記の料金は、税金とサービス料込みとなります。

ザ・リッツ・カールトン東京 レストラン予約受付窓口
 電話番号：

03-6434-8711（10:00〜20:00）

 メールアドレス：

rc.tyorz.restaurant.sales@ritzcarlton.com

ザ・リッツ・カールトン東京について
ザ・リッツ・カールトン東京は日本の首都、東京のエンターテインメントとビジネスの拠点である
六本木に位置します。都内最高の高さを誇るミッドタウン・タワーの最上層9フロアを占める
レストラン、スパ、クラブラウンジ、そしてゲストルームからは360度の絶景が広がります。総客室数
247のゲストルームのうち35室はスイートであり、ザ・リッツ・カールトン スパ 東京では最高の寛
ぎをご提供します。レストランは会席、寿司、天麩羅、鉄板焼を提供する日本料理 「ひのきざか」、
フレンチダイニング「アジュール フォーティーファイブ」、ビストロノミー「タワーズ」、
チョコレート＆ペストリー「ラ・ブティック」、「ザ・リッツ・カールトン カフェ＆デリ」、
ロビーラウンジやバーの7店舗と、ミーティングやイベント宴会施設、そして婚礼チャペルを
完備しております。

ザ・リッツ・カールトン東京 ソーシャルメディア
Instagram: @RitzCarltonTokyo
Facebook: @RitzCarltonTokyo
LINE: ザ・リッツ・カールトン東京

＜本リリースに関する問い合わせ先＞
ザ・リッツ・カールトン東京 PR 事務局 （アビアレップス内）
TEL：03-3225-0008 / FAX：03-5363-1118
E-mail：RC-PR.japan@aviareps.com 担当：水谷玲子、安藤百合花

