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～ グランド ハイアット 東京 2013Christmas ～

「世界中に LOVE があふれますように」の願いを込めた
クリスマスカラーのラブツリーが登場！
「Share the LOVE」
【ロビーエリア】

一年を通じて飾られたラブツリーと世界の子ども達によるデコレーションが登場
クリスマスチャリティー生演奏
【レストラン・バー】 全レストラン・バーでチャリティオーナメントを販売
【ギフト】
クリスマスチャリティーハンパー ・チャリティークッキー
【宿泊プラン】
クリスマスチャリティーステイプラン

本年、2013 年 4 月 25 日（木）に開業 10 周年を迎えた、都会の喧騒にそびえ立つダイナミックなラグジュアリ
ーホテル、グランド ハイアット 東京（東京都港区、総支配人：クリストフ ローヴォ）では、継続的な東北支援の一
環として、本年もクリスマス期間中、子供地球基金とコラボレーションした東北の子供たちへのチャリティープログラ
ムを実施いたします。
今年のテーマは「Share the LOVE」。10 周年を記念して「世界中に LOVE があふれますように」と願いを込めた
「LOVE Tree」はホテル 10 周年のシンボルツリーとして季節ごとに変わるオーナメントを販売し、その寄付金を東北
の復興支援活動へ寄付する活動を継続的に行ってきました。フィナーレを飾るクリスマスシーズンには一年を通じ
て多くのゲストにご協力いただいたカラフルなオーナメントに彩られたツリーと共に「LOVE Tree」がクリスマスカラー
に飾られます。また世界の子供たちが「デコレーションと幸せを東北の子ども達に届けて欲しい」という願いを込めて、
クリスマスデコレーションを作り上げます。言葉や文化の違いを楽しみながら万国共通のイベントである“クリスマス”、
そして“東北の復興支援”を象徴としたクリスマスデコレーションをお楽しみいただけます。
その他、バイオリンやピアノなどの美しい音色に包まれるクリスマスチャリティー生演奏などクリスマスチャリティー
プログラムや、特別宿泊料金を設定し、売上の 5%が寄付される、「スイートクリスマス チャリティーステイ」にて売上
の一部を寄付いたします。またホテル全館でクリスマスラブオーナメントを 500 円で販売し、全額を寄付いたします。
今回のクリスマスチャリティープログラムを通じて集められた収益は子供地球基金を通じて東北の子供たちへと届け
られます。
＜クリスマス チャリティープログラム＞
http://restaurants.tokyo.grand.hyatt.co.jp/hotel-news/20131225000000.html
＜グランド ハイアット 東京 公式 ウェブサイト＞
http://tokyo.grand.hyatt.jp
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◆クリスマスチャリティー エリア「Share the LOVE」
11 月 14 日（木） ～ 12 月 25 日（水）
LOVE tree
「LOVE Tree」はホテル 10 周年のシンボルツリーとして季節ごとに変わるオーナメントを販売し、その寄付金を東北
の復興支援活動へ寄付する活動を継続的に行ってきました。フィナーレを飾るクリスマスシーズンには一年を通じ
て多くのゲストにご協力いただいたカラフルなオーナメントに彩られたツリーと共に「LOVE Tree」がクリスマスカラー
に飾られます。

世界の子ども達によるクリスマスデコレーション
世界の子ども達が「デコレーションと幸せを東北の子ども達に届けて欲しい」という願いを込めて、子ども達が心を
込めて装飾を施したクリスマスデコレーションは、子供たちの感性が発揮されたバライティー豊かな出来になるで
しょう。

◆クリスマスチャリティー生演奏
12 月 20 日（金） ～ 25 日（水）
チャリティーエリアではバイオリンやピアノなどのクリスマスチャリティー生演奏も同時開催いたします。清らか
で美しい音色で、クリスマスの煌びやかなシーズンを演出いたします。
■時間： 17：30 ～ 19：00
■場所： ロビークリスマスラブツリー横「クリスマスチャリティーエリア」

◆クリスマスチャリティーギフト
11 月 15 日（金） ～ 12 月 25 日（水）
品のある甘さとシンプルで美しいデザインで人気のスイーツが並ぶペストリーブティック「フィオレンティーナ
ペストリーブティック」にて、売上の一部を子供地球基金に寄付いたします。
■販売店舗：
フィオレンティーナ ペストリーブティック
■営業時間：
9：00 ～ 22：00
■ご予約・お問い合わせ先： 「フィオレンティーナ ペストリーブティック」 直通 03-4333-8713
クリスマス “Share The Love” チャリティークッキー
600 円

“Kids Helping Kids”をスローガンに世界各地から子供地球基金に寄せられる
子どもたちの絵が描かれたクッキー。売上の一部が子供地球基金に寄付されます。
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“Share the Love” バロッコハンパー

20,000 円
グランド ハイアット 東京 ロゴの入ったカラフルな 3 段の木のボックスに
ハイアットオリジナルワインとスイーツ、そしてクリスマス チャリティークッキーを
ぎっしり詰め合わせました。売上の一部が子供地球基金に寄付されます。
★グリーンボックス
エゾーティコ、ミントメレンゲ、タラッリ、バニラクッキー、ストロベリーアマンド、
バナナ＆チョコチップブラウニー、フィナンシェ
★オレンジボックス
ワイン（ハイアットオリジナルワイン CANVAS 赤・白お好みでチョイス）、
フィオレンティーナ アマンド
★イエローボックス
シュトーレン、フラゴーラ、ライムメレンゲ、ストロベリーメレンゲ、ストロベリーギ
モーヴ、クリスマス チャリティークッキー

◆クリスマスチャリティーラブオーナメント
11 月 15 日（金） ～ 12 月 25 日（水）
クリスマスチャリティーラブオーナメント

500 円

売上の全額が子供地球基金を通して、東北の子供たちへ寄付される
クリスマスチャリティーラブオーナメントです。
■販売店舗

： 全レストラン

◆クリスマスチャリティーステイプラン
11 月 1 日（金） ～ 12 月 30 日（月）
Share the LOVE Charity Stay
特別宿泊プラン料金（通常料金より 10%オフ）から売上の約 5%を子供地球
基金に寄付。また、宿泊のお客様にオリジナル クリスマスチャリティー
ラブオーナメント（１部屋にひとつ）をプレゼントします。
客室： グランド ルーム、グランド デラックス ルーム、グランド クラブ ルー
ム、グランド クラブ デラックス コーナー、グランド スイート、グランド
エグゼクティブ スイート、ディプロマット スイートの 7 タイプ
※ 当プランは、特別宿泊プラン料金（税金・サービス料・宿泊税別）の売上げから約5%を寄付いたします。
※ 当プランでご利用いただける部屋数には限りがございますので、お早めにご予約ください。
また、ご予約はご宿泊日の3日前までにご予約ください。
※ 当プランは、ご予約時にカード決済で精算させていただきますので、予めご了承ください。
※ 当プランは他のプロモーションとの併用はできません。
※ 当プランにつきましては、以下のとおりキャンセル料を申し受けます。
宿泊日の3日前以降～当日のキャンセルとご連絡なしの不泊の場合 ・・・ ご宿泊料金の100%

3

◆グランド ハイアット 東京の継続的な東北支援活動
グランド ハイアット 東京は、全世界の約 450 以上のハイアットが取
り組んでいるＣＳＲ活動「ハイアット スライブ」の一環で、東日本大
震災直後から継続的な支援活動を行っています。宿泊料金の一部
を寄付する宿泊プランの販売、宴会利用の売上金の寄付、ハイア
ットオリジナル ワイン「キャンヴァス」のボトルワイン売上金の金額寄
付、ホテル館内の募金箱設置、ホテルスタッフによる被災地でのボ
ランディア活動等、被災地域に密着した継続的支援を目指しており
ます。2013 年 9 月現在、約 4000 万円の義援金を日本赤十字社は
じめ、さまざまな団体を通じて、被災地支援のために寄付しました。

◆グランド ハイアット 東京 クリスマスチャリティー パートナー
「KIDS EARTH FUND（子供地球基金）」とは
1988 年の創立以来、子供地球基金は、戦争や災害等で心にトラウマを抱える世界中
の子どもたちと心のケアを目的とした絵を描くワークショップを行い、その絵に込められた
子どもたちのメッセージを世界中に発信しています。また、その絵を様々なデザインに使用
していただき、収益金を世界中の子どもたちに還元する“Kids Helping Kids
子どもたちが子どもたちを救う”活動を行う NPO 法人です。
また、子供地球基金は、東日本大震災直後から被災地へ出向き、アートワーク
ショップの開催や支援物資、義援金の寄付など支援活動を続けています。
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