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東京ステーションホテル

TSH Summer Promotion 2015
～ 1 日限定！夏休み自由研究イベント 開催 ～
「ファミリーディナー」
「ハーブ＆フレッシュモヒート プロモーション」なども実施

東京ステーションホテル（所在地：東京都千代田区丸の内 1-9-1）では、サマーシーズンにご家族向けの夏休み自由
研究イベントやファミリーディナー、夏の夜を涼やかに過ごすプロモーションを開催いたします。東京駅丸の内
駅舎の中に位置するヨーロピアンクラシックの空間で、ご家族で楽しい時間を紡いだり、ご友人同士でお仕事
帰りにバータイムをお過ごしになったり、夏の想い出となるひとときをお届けいたします。

■＜1 日限定！夏休み自由研究イベント＞YAESU HONEY×TSH 親子ミツバチ教室
JR 東京駅前の八重洲ブックセンター屋上で収穫される天然のハチミツ“YAESU HONEY”。東京駅丸の内駅舎の上空や八重洲
地区を中心に飛んで花の蜜を集めるミツバチから取れ、東京駅周辺の四季の風味を味わえるとして親しまれています。
この“YAESU HONEY”と東京ステーションホテルがコラボレーションし、子供たちへの学びの場の提供を目的に、小学生
を対象とした夏休み自由研究イベントを開催いたします。舞台は、ミツバチが上空を飛んでいる東京駅丸の内駅舎中央、
最上階に位置するゲストラウンジ「アトリウム」
。
ミツバチの生態系をクイズ形式で学んだり、遠心分離機で蜜を取り出し搾りたてを味見したりなど、体験学習型の“ミツ
バチ教室”を開催。その後、総料理長石原雅弘による“YAESU HONEY”を使った特別ランチコースをお召し上がりいただ
きます。お料理を味わうだけでなく食材ができる過程から学ぶことができ、
“食育”や“自然環境への学び”につながります。
開催日

：2015 年 8 月 8 日（土）

定員

：15 組 35 名様程 ＊親子でのご参加で、お子様は小学生対象。

場所

：東京ステーションホテル 4F ゲストラウンジ「アトリウム」

時間

：12:00~13:00 ミツバチ教室 / 13:00~14:30

参加費

：大人 1 名様 6,000 円／小学生 3,000 円（税サ込）

含まれるもの

： ・ミツバチ教室のプログラム（約 1 時間）

ランチコースご賞味

・総料理長による“YAESU HONEY”を使った特別ランチコース
・“YAESU HONEY”を使った、ホテルオリジナルフィナンシェ（お持ち帰り用/1 組 1 セット）
予約開始日

：7 月 1 日（水） 10:00~

予約方法

：電話にて受付 Tel.03-5220-0514（アトリウム直通/10:00～20:00）

協力

：鹿島建設株式会社（YAESU HONEY 企画者）

ゲストラウンジ「アトリウム」

ミツバチ教室イメージ

特別ランチコース イメージ

＜本件に関する報道関係者様のお問い合わせ先＞
東京ステーションホテル 広報担当

濱 純子

TEL：03-5220-1915

FAX：03-5220-0513

Summer Promotion in 2015
Guest Lounge 〈The Atrium〉

Atrium Family Dinner
通常はご宿泊のお客様に朝食ラウンジとしてご利用いただいて
いるゲストラウンジ「アトリウム」
。赤レンガ駅舎の中央最上階
の屋根裏という特別空間で、ご家族向けに期間限定のスペシャル
ディナーをお楽しみいただけます。ご人数分美しく盛り付けられ
たオードヴルや黒毛和牛を使ったメインディッシュ、デザート
プレートなど、味わいだけでなく見た目の美しさにもこだわった
フレンチフルコースです。17 時にお越しいただくと、ホテル
スタッフがガイドする館内ツアーもご体験いただけます。
期間：①8 月 7 日（金） ～8 月 9 日（日）
ディナーメニュー イメージ

②8 月 12 日（水）～8 月 16 日（日）
③9 月 18 日（金）～9 月 23 日（水）
＊①②の期間はキッズデザートコーナーをご用意
時間： 18:00～18:30 の間
＊17 時にお越しいただくと、館内ツアーに参加可能
価格：大人 2 名 20,000 円
小学生まで 5,000 円／3 歳～未就学児 3,000 円
（いずれも税込・サービス料込）
＊大人 1 名追加につき 9,000 円
お問い合わせ：03-5220-0514（アトリウム直通/10:00～20:00）
＊要予約

Bar & Café〈Camellia〉

Herb & Fresh Fruit Mojito
昨年人気の高かったオリジナルのフレッシュフルーツモヒート
が、バージョンアップして 5 種類登場。スイカ、ブルーベリー、
マスカット、グレープフルーツ、パイナップルに相性ぴったりの
ハーブを合わせ、香りと味わいがより一層豊かなモヒートに。
暑さの厳しい夏に涼を感じる一杯として、
特に女性の方におすすめ
です。
期間：8 月 1 日（土）～9 月 30 日（水）
ディナーメニュー イメージ

時間：11:30～23:30 L.O.
価格：各 1,900 円（税込・サービス料別）
メニュー： ウォーターメロンモヒート

モヒートイメージ

甘味のあるスイカに酸味のローズヒップを合わせ、バランスのとれた味わい

パイナップルモヒート
パイナップルとジャスミンで、程よい甘さと爽やかさのモヒート

ブルーベリーモヒート
ラベンダーの香りが心地よさを誘うブルーベリーのモヒート

マスカットモヒート
マスカットの芳醇な味わいにレモングラスがアクセントのモヒート

ルビーグレープフルーツモヒート
グレープフルーツにカモミールの甘酸っぱい香りで、清涼感の高いカクテル

お問い合わせ：03-5220-1951（カメリア直通）

Summer Promotion in 2015
Bar〈Oak〉

～スコットランドを巡る旅～ 6 地域蒸留所 Promotion
ひとつの蒸留所で作られ、独自の風味や味わいなどの個性を持つ
シングルモルト。今回はスコットランドの 6 つの地域から、
オークバーテンダーがいち押しのシングルモルトをセレク
ションしました。各地域の製法や環境などで生み出される味わい
の違いをじっくりとお楽しみいただけます。
まるでスコットランド
を旅してお気に入りの一杯を探し当てるような時間が流れます。
期間：6 月 1 日（月）～7 月 31 日（金）
ディナーメニュー イメージ
プロモーションイメージ

時間：17:00～23:30 L.O.
価格：各 1,250 円～4,900 円（税込・サービス料別/いずれもワンショット）
メニュー：オーヘントッシャン 12 年（ローランド）1,250 円
スムーズな飲み口にアーモンドやキャメルの様な甘味が特徴

カリラ 12 年（アイラ）1,580 円
複雑な香りとテイストに木炭のようなスモーキーさが加わる

スプリングバンク 15 年（キャンベルタウン）1,780 円
100％の自家製麦芽を使いシェリー樽熟成され、濃密な甘さとスパイシーさが特徴

アバフェルディ 21 年（ハイランド）3,100 円
口当たりなめらかで、オレンジピールやバニラ、蜂蜜の香りを感じさせる

モートラック 18 年（スペイサイド）4,900 円
濃厚でスムーズな味わい、蜂蜜を思わせる香り、そしてフルーティーな余韻

ほか、アイランズの 1 銘柄をご用意
お問い合わせ：03-5220-1261（オーク直通）

Oak Highball Promotion
8 月からは夏の渇きを潤す、バー「オーク」のハイボールプロモ
ーションを。昨年好評だった燻製塩でスノースタイルに仕上げた
アイラウィスキーハイボールや、フルボディのサントリー山崎
18 年のハイボールがおすすめです。サントリー山崎を染み込ま
せたホテルメイドの生チョコレートが味わいを引き立たせます。
期間：8 月 1 日（土）～9 月 30 日（水）
ディナーメニュー イメージ

時間：17:00～23:30 L.O.
価格：各 1,580 円～2,900 円（税込・サービス料別/いずれもワンショット）

プロモーションイメージ

お問い合わせ：03-5220-1261（オーク直通）

ハイボールイメージ

＜ホテル開業 100 周年記念プロモーション 第 2 フェーズ＞
6 月 1 日（月）から 9 月 30 日（水）まで、
「これからの 100 年」を軸に、
＜新たな記憶＞が紡ぐユニークなイベント、宿泊プラン、
特別メニュー、スパプロモーションなどを開催。
詳しくは、100 周年特設サイトへ http://www.tokyostationhotel.jp

お問い合わせ：03-5220-1112（宿泊予約直通）／ http://www.tokyostationhotel.jp

