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報道関係各位

東京ステーションホテル

～ 東京駅開業 100 周年記念 ～
バー「オーク」で、日本が誇る国産ウィスキー“竹鶴”の特別セミナーも開催！

ホテル内の 9 店舗でスペシャルメニュー＆限定商品 登場
一足早く、8 月上旬から順次スタート！

＜カメリア＞New York Diner Promotion のカクテル

東京ステーションホテルが位置する、東京駅丸の内駅舎

東京ステーションホテル（東京都千代田区丸の内 1-9-1）は、ホテルが位置する東京駅丸の内駅舎が 2014 年 12 月 20 日
（土）に 100 年を迎えることを祝し、レストランやバー、カフェ、スパ、コンセプトショップなどホテル内の 9 店舗で、100 周年
記念メニューや限定商品、イベントを、一足早く 8 月上旬から随時開始いたします。
東京ステーションホテルは、東京駅開業 100 周年をお客様とともに盛り上げ、翌年 2015 年の東京ステーションホテル
開業 100 周年へとつないで参ります。 ＊レストラン「ブラン ルージュ」のスペシャルメニューは別途ご案内いたします。

Restaurants
Bar & Cafe「Camellia」
■ 東京駅開業 100 周年記念 New York Diner Promotion
東京駅がニューヨーク・グランドセントラルステーションと姉妹駅であることから、
東京駅開業 100 年を祝してニューヨークダイナーを期間限定で開催。アメ
リカを代表する料理やビール、ニューヨークにゆかりのあるカクテルなどを
各種揃え、気軽でにぎやかなダイニングシーンを彩ります。ダイナーフードの
目玉は“カメリアバーガー”。アメリカンビーフ 100％のジューシーなパテ 250ｇ
を使った、直径 12cm の特大バーガーをお召し上がりいただけます。
期間

9 月 1 日（月）-11 月 30 日（日）

時間

ディナー＆バー 17:00～23:30 L.O.

価格

カメリアバーガー 3,300 円、クラブハウスサンドウィッチ 2,600 円、
クラムチャウダー 1,200 円、ほか
カクテル 1,500 円～
※各税込サ別

問い合せ 03-5220-1951

アメリカンダイナーイメージ
ニューヨークダイナー

＜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

カメリアバーガー

「すし 青柳」

■ 東京駅開業 100 周年記念 すし懐石
江戸前すしの伝統と技術を受け継ぐ「すし 青柳」。選び抜かれ
た素材と、職人たちの腕で創り上げる極上の江戸前すしをお届
けしています。駅舎 100 周年を記念したスペシャルメニューは、
季節の握りをはじめ、先付、前菜八寸、季節の一品の数々。
職人技が光る繊細な日本料理を、江戸前すしとご一緒にお楽しみ
いただけます。

期間

10 月 1 日（水）-11 月 30 日（日）

時間

ランチ 11:30～14:30 L.O.
ディナー 17:30～21:30 L.O.

価格

12,000 円 （税サ別）

問い合せ 03-6269-9428

日本料理「丸の内一丁目 しち十二候」

■ 東京駅開業 100 周年記念 厳選隠岐牛賞味会
厳選した食材で生み出す自然に寄り添う日本料理をご提供する
「丸の内一丁目 しち十二候」。七十二候の名の通り 5 日ごとに
変わりゆく食材で、繊細な日本の味を表現します。また、日本の
お酒やワインを豊富に取り揃えています。記念企画として、島根県
隠岐島の豊かな自然で育った滋味あふれる隠岐牛をじっくりとご賞味
いただけるスペシャルメニューが登場します。希少な隠岐牛の
深い味わいをご堪能いただけるまたとない機会です。

期間

10 月 3 日（金）-12 月中旬まで

時間

ディナー 17:00～21:30 L.O.

価格

10,000 円～ （税込サ別）

問い合せ 03-6269-9401

中国料理「カントニーズ 燕 ケン タカセ」

■ 東京駅開業 100 周年記念コース
自身が務めたレストランをミシュラン一つ星獲得へ導いた高瀬
健一氏が、広東料理の極みを表現すべく独立した、初のオーナー
シェフ店。美容・健康・アンチエイジングをコンセプトに、野菜を生か
したヘルシーなお料理で多くの女性を魅了しています。記念コース
は、高瀬シェフ渾身の料理を集めた特別メニュー。医食同源の
精神を盛り込みつつ、厳選素材を繊細かつ大胆に調理した燕の
スペシャリテを、お手頃な価格でお試しいただけます。
期間

9 月 1 日（月）-11 月 30 日（日）

時間

ディナー 17:30～21:30 L.O.

価格

10,000 円 （税込サ別）

問い合せ 03-6269-9937
シェフセレクト健康野菜の特製オードヴル

イタリア料理＆ワインバー「エノテカノリーオ」

■ 東京駅開業 100 周年記念 エノテカノリーオスペシャルコース
エミリアロマーニャ州の郷土料理をベースに、モダンな北イタリアの味わいを
お楽しみいただける「エノテカノリーオ」。スペシャルコースでは、茸と秋トリュフ
を贅沢に使ったお料理です。パスタは、具沢山の茸やカボチャ、チーズがギュッ
とつまったロートロ。メインはヴァンデ産うずらと洋ナシのローストを、トリュフ風味
の赤ワインソースで召し上がります。秋の滋味を存分にご堪能いただけるコース
です。
期間

10 月 1 日（水）-11 月 30 日（日）

時間

ディナー 平日・土：17:30～22:30 L.O.

価格

8,500 円 （税込サ別）

日祝：

17:00～21:00 L.O.

問い合せ 03-6269-9582

Bar Promotion
Bar「Oak」

■ 東京駅開業 100 周年記念 Japanese Whisky Promotion ～日本のウィスキー100 年の歴史とともに～
大正時代に渡英してウィスキー製造法を学び、日本で初めてモルト
蒸留所を造ったニッカウヰスキーの創業者、“国産ウィスキーの父”
竹鶴政孝（たけつるまさたか）。東京駅開業 100 周年を祝し、オーク
のバーテンダーがお勧めするニッカウヰスキー5 種をラインナップ。
日本の職人が磨き上げてきた熟成ウィスキーの真髄を、駅舎の
歴史とともにじっくり味わえます。
期間

10 月 1 日（水）- 11 月 30 日（日）

時間

17:00～23:30 L.O.

価格

ワンショット 1,880 円～6,800 円 （税込サ別）

問い合せ 03‐5220‐1261

■ 東京駅開業 100 周年記念イベント ～竹鶴の夕べ～
ニッカウヰスキー・ウイスキーアンバサダーを招き、代表銘柄「竹鶴」
をはじめ 4 種のウィスキーを味わいながら、その魅力と歴史を、
駅舎 100 年の歴史とともに体験いただくスペシャルイベント。ウェル
カムドリンクに竹鶴を使ったオリジナルカクテル、セミナー時に竹鶴
の香りを生かした生チョコレートや、ウィスキーに合うオードヴル
をご用意いたします。日本で本物のウィスキーを創ることに情熱
を注いだ竹鶴政孝のストーリーを、妻リタとの秘話を交えなが
バー オーク

らお楽しみいただけます。
期日

10 月 25 日（土）、11 月 8 日（土）

時間

各 15:00～16:30

価格

お 1 人様 5,000 円（税サ込）
＜プレゼント付き＞
・ウィスキー50mL ミニボトル等
・東京ステーションホテル オリジナル文豪セット

竹鶴政孝

予約開始 8 月 1 日(金)から （各 16 名定員/予約制）
問い合せ 03‐5220‐1114（レストラン総合案内/10:00~18:00）

Sweets Promotion
「The Lobby Lounge」

■ 東京駅開業 100 周年記念 Anniversary Cake Set
紅茶のフレーバーが軽やかに広がる、しっとりした食感のシフォ
ンケーキに、色鮮やかなフルーツをふんだんに盛り付けました。
ボリュームたっぷりの期間限定スイーツプレートです。ホテルオリジ
ナルのフレーバーティーとともにお楽しみいただけます。女性同士
でお召し上がりいただくのがおすすめです。
期間 10 月 1 日（水）-10 月 31 日（金）
時間 11:00～21:30 L.O. （日祝は、～19:30 L.O.）
価格 オリジナルスイーツセット

（コーヒーor 紅茶or フレーバーティー付）

2,400 円

（税込サ別）
問い合せ 03-5220-1260

Sweets Gift
コンセプトショップ「松屋 東京丸ノ内」

■ 松屋 東京丸ノ内限定 東京駅 100 周年記念 瓦煎餅
おみやげ品やファッション雑貨、クリエーターの思いがこもった逸品
など、こだわりの商品を取り揃える「松屋 東京丸ノ内」。東京駅開業
100 周年を記念し、創業 200 年を超える老舗「銀座 松﨑煎餅」と
松屋が共同開発したオリジナルの瓦煎餅を販売いたします。瓦
煎餅は、丸の内駅舎を模した焼印とイラスト、汽車の 3 種の絵柄。
パッケージには創建当時の姿に甦った丸の内駅舎をデザインし、
象徴の赤レンガをアクセントで垣間見えるようにあしらいました。
ご友人などへのお土産に最適です。
発売

8 月上旬予定 ※数量限定

時間

10:00～20:00

価格

1,200 円 （税別／6 枚入り）

問い合せ 03‐3211‐0522

Spa Treatment
「SPA TOKIONE」

■ 東京駅開業 100 周年記念プラン 『TERRAKE CRUISE』
都内初のフランスのスパブランド「TERRAKE（テラケ）」のプロダ
クトを使用した「SPA TOKIONE」。100 周年記念プランとして、
TERRAKE のコンセプトである地球誕生にまつわる 4 つのユニバ
ース（大地・水・大気・植物の世界）を、一度に体験できるスペシャ
ルトリートメントが登場。知覚への働きかけと心をゆるやかに解き放
つひとときをお楽しみいただけます。
期間

9 月 1 日（月）- 11 月 30 日（日）

メニュー

100 分コース（ボディ約 70 分＆フェイシャル約 30 分）

価格

22,680 円 （税込）

問い合せ 03‐5220‐1131

About
東京駅
1889 年、東京府知事より告知された東京市区改正設計において新橋・上野両停車場
を結ぶ中央停車場設置の訓令が出された。当初は、二人のドイツ鉄道技師が設計
を担当し、1903 年に日本銀行本店などを手掛け日本建築界の第一人者であった
辰野金吾に依頼された。1908 年に着工、そして 6 年後の 1914 年 12 月 20 日、
壮麗な鉄骨赤レンガ造りの駅舎は、日本の近代化を担う首都東京の駅として「東京駅」
の名称で誕生した。その堅固な造りから関東大震災に耐え抜いたが、1945 年の戦火
で焼け、3 階建てから 2 階建てに修復された。2003 年、東京駅丸の内駅舎が国の
重要文化財に指定され、2007 年より駅舎の保存・復原事業が開始。2010 年 10 月
1 日に創建当時の壮麗な姿に甦った。創建当時も現在も、首都・東京のシンボルと
して数々の歴史を見守り続ける。東京駅は、今年 12 月 20 日に開業 100 年を迎える。

東京ステーションホテルについて
1915 年 11 月 2 日東京駅の中に、客室数 58 室、宴会場を備えたヨーロッパスタイル
のホテルとして開業。壮麗な建築と当時最先端の設備で、国内外の多くの賓客
を迎える。戦時の空襲による東京駅一部焼失で休館、1951 年に営業を再開。
川端康成や松本清張、江戸川乱歩など多くの文豪が宿泊、日本初となる“コー
ヒーショップ”という名称の飲食店を運営し人気を博したなど、名門ホテルとして
多くのお客様にご利用いただく。赤レンガ駅舎の保存・復原事業に伴い 2006 年に
休館。約 6 年半の時を経て全施設を改装し、2012 年 10 月 3 日再び開業。ヨー
ロピアンクラシックを基調とした 150 の客室、10 のレストラン＆バー、フィットネス
＆スパ、宴会場など、都市型ホテルとしての機能を備える。「色褪せることのない
記憶」をコンセプトにお客様の心に寄り添い“共感するおもてなし”を目指す。東京
で現存するホテルとしては 2 番目に歴史を有し、国指定重要文化財の中に全施設
が位置するホテルとして国内唯一。また、発着列車本数日本一の東京駅に位置し、
首都圏はもちろん国内各地への移動にも便利で、他に類を見ない絶好のロケ
ーションを誇る。

東京駅丸の内駅舎（撮影協力：JP タワー）

