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今年の夏は家族でホカンス！都会の森でお子様と一緒に過ごす特別な夏休み

キッズアクティビティ付きステイプランとイベントの提供開始
～パン作り体験教室などご家族で楽しめるイベントを開催～

ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：山下 信典）は、夏休みの主役であるお子様たちと特別な思
い出を作ることができるステイプランやイベントをご用意しました。
庭園を望むビューバススイートルームにて贅沢な時間をお過ごしいただけるステイプラン「東京雲海プレ
ミアムバケーション」では、3 つのキッズアクティビティをご用意。お子様を中心に、大人もゆったりと楽し
めるホテルステイを提供いたします。
また、ご家族で楽しむイベントとして、「パン＆チョコチップカップケーキ作り」や「風鈴絵付け」、「椿
の苔玉作り」とランチがセットになった 3 つの体験教室を期間限定で開催いたします。
◇今年の夏休みはホカンスで特別な思い出を！自然に触れながら過ごす優雅なホテルステイ
自由気ままな外出がなかなかできない昨今、新しいホテルの楽しみ方として話題となっている「ホカンス」。
「ホテル」と「バカンス」の合成語である「ホカンス」は、ホテルに滞在し、ホテル内で楽しむバカンスのこ
とです。これからやってくる夏休みシーズンに向け、お子様連れのお客様に、ホカンスをお楽しみいただけ
る新たなステイプランをご用意いたしました。
ビューバススイートルームにご宿泊いただく「東京雲海プレミアムバケーション」は、お子様もフロント
でチェックイン体験をしていただき、滞在中に、3 つのキッズアクティビティ「七福神ラリー」「ペーパーク
ラフト」「宝探し」をお楽しみいただけるプランです。「七福神ラリー」は庭園で、「ペーパークラフト」
「宝探し」はお部屋の中でお楽しみいただき、すべてクリアしたお子様にはホテルショップのスイーツをプ
レゼント。ショップのショーケースからお好きなケーキをお選びいただけます。
また、夏の期間限定の演出『“涼”雲海』として、通常よりも多くの霧が出現する幻想的な庭園の散策や、
庭園を望むビューバスでプール気分の水風呂や泡風呂などもお楽しみいただけます。
◇世界に 1 つしかない風鈴作り！体験教室とランチがセットになったご家族で楽しむイベントを開催！
ホテルのコックと一緒にパン＆カップケーキ作りに挑戦できる「パン＆チョコチップカップケーキ作り」、
江戸風鈴職人から学ぶ「風鈴絵付け」や庭園をモチーフにした苔玉が作れる「椿の苔玉作り」など、ご家族で
ご参加いただける 3 つの体験教室を開催いたします。体験教室終了後には、シェフ特製ランチをご提供。大
人は「彩り和膳」、小学生以下のお子様は「特製お子様ランチプレート」をお召し上がりください。

キッズアクティビティ付きステイプラン

東京雲海プレミアムバケーション
お部屋と庭園でお楽しみいただける 3 つのキッズアクティビティをご用意
した「東京雲海プレミアムバケーション」。庭園を望むビューバススイート
で優雅にお過ごしいただけます。“七福神巡り MAP”で庭園内の七福神を
すべて見つけていただく「七福神ラリー」、お部屋では宝探しとペーパーク
ラフトをお楽しみください。すべてクリアしたお子様にはホテルショップ
のショーケースからお好きなケーキをプレゼントいたします。

■期間

：2021 年 6 月 28 日（月）～ 9 月 20 日（月）
※除外日：7 月 22 日（木）～8 月 8 日（日）
■料金
：ビューバススイート（93 ㎡）
1 室 2 名様ご利用時 194,400 円～
■内容
：・選べるご朝食（ルームサービス、洋食、和食）
・お子様自らチェックイン体験＆ご宿泊カードのお渡し
・3 つのキッズアクティビティ
①七福神ラリー
②客室内で組み立てて＆塗り絵として遊べる
ホテルオリジナルペーパークラフト
③お部屋の中で宝探し
・小学生以下のお子様のエキストラベッド・ベビーベッド
は、1 室 1 台無料
※要事前お問い合わせ
■ご予約・お問い合わせ：03-3943-0996（宿泊予約 9:00~20:00）
■URL
：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/page/summer_vacation_stay2021/

東京雲海ファミリーバケーション
2 つのお子様用アクティビティをご用意した「東京雲海ファミリーバケーション」。「七福神ラリー」で庭園内の
七福神をすべて見つけ、お部屋でペーパークラフトをお楽しみください。
■期間

：2021 年 6 月 28 日（月）～ 9 月 20 日（月）
※除外日：7 月 22 日（木）～8 月 8 日（日）
■料金
：プライムスーペリア シティ／ガーデンビュー（45 ㎡）
1 室 2 名様ご利用時 44,300 円～
■内容
：・選べるご朝食（洋食、和食）
・2 つのキッズアクティビティ
①七福神ラリー
②客室内で組み立てて＆塗り絵として遊べる
ホテルオリジナルペーパークラフト
・小学生以下のお子様のエキストラベッド・ベビーベッドは、1 室 1 台無料
※要事前お問い合わせ
■ご予約・お問い合わせ：03-3943-0996（宿泊予約 9:00~20:00）
■URL
： https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/page/summer_vacation_stay2021/

都会の森の夏休み！家族で体験教室＆ランチ ~東京雲海とともに、記憶に残る一日~
夏休みは家族で触れ合い、新しいことに挑戦する絶好の機会。バラエティに富んだ 3 つの体験教室を開催いたしま
す。ひとつのモノを作り上げることを通して、お子様やお孫様の感性を育むひとときをお過ごしください。
また、体験教室の後は、シェフ特製のランチをお楽しみください。さらに、お食事の前後には、夏の期間限定で『
“涼”
雲海』として通常よりも多くの霧が出現する幻想的な庭園の演出や、約 300 個の風鈴が涼やかな音色を奏でる『風
鈴の小道』など夏の庭園散策をご家族皆様でお楽しみいただけます。

＜パン＆チョコチップカップケーキ作り＞
毎年好評のパン作りとあわせて、今回はチョコチップカップケーキ作りも同時に行います。作り方は講師を務め
るホテルのコックがやさしく教えるため、初めての方も安心してご参加いただけます。完成したパン＆カップケ
ーキはぜひお土産として、お持ち帰りいただけます。
■期間
■時間
■会場
■料金

：2021 年 7 月 24 日（土）～8 月 22 日(日) 特定日開催
：受付・集合 10:30／体験教室 11:00～12:30／食事 12:30～14:00
：宴会場
：
【通常料金】
大人 8,000 円／小学生・幼児（3 歳～）5,000 円
【WEB 予約料金】
大人 7,800 円／小学生・幼児（3 歳～）4,900 円
※消費税、サービス料込
■内容
：<体験教室>
パン＆チョコチップカップケーキ作り
<お食事>
料理／大人 彩り和膳
小学生・ 幼児（3 歳～） 特製 お子様ランチプレート
飲物／フリードリンク（ソフトドリンクのみ）
<持ち物>
エプロン・マスク ※体験教室中はマスクのご着用をお願いいたします。
■ご予約・お問い合わせ：03-3943-1140（10：00～19：00）
■URL
：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/summer2021_bread/

＜風鈴絵付け＞
江戸時代からの伝統を受け継ぐ篠原まるよし風鈴の職人さんに絵付けのコツを伝授していただき、お好みの絵を
描いて世界に 1 つしかない風鈴作りを行います。夏休みの自由研究にもおすすめです。
■期間
■時間
■会場
■料金

：2021 年 8 月 4 日（水）～14 日（土） 特定日開催
：受付・集合 10:30／体験教室 11:00～12:30／食事 12:30～14:00
：宴会場
：
【通常料金】
大人 9,000 円／小学生・幼児（3 歳～）6,000 円

【WEB 予約料金】
大人 8,800 円／小学生・幼児（3 歳～）5,900 円
※消費税、サービス料込
■内容
：<体験教室>
江戸風鈴の絵付け
<お食事>
料理／大人 彩り和膳
小学生・ 幼児（3 歳～） 特製 お子様ランチプレート
飲物／フリードリンク（ソフトドリンクのみ）
<持ち物>
エプロン・マスク ※体験教室中はマスクのご着用をお願いいたします。
※小学生未満のお子様は保護者のサポートが必要です。
■ご予約・お問い合わせ：03-3943-1140（10：00～19：00）
■URL
：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/summer2021_wind-bell/

＜椿の苔玉作り＞
ホテルの庭師から学ぶ椿の苔玉作り体験教室。庭園をモチーフにした苔玉作りをホテル庭師が丁寧に教えます。
ご参加者には貯金箱になる三重塔のペーパークラフトのプレゼントがございます。
■期間
■時間
■会場
■料金

：2021 年 7 月 27 日（火）～30 日（金）
：受付・集合 10:30／体験教室 11:00～12:30／食事 12:30～14:00
：宴会場
：
【通常料金】
大人 10,000 円／小学生・幼児（3 歳～）7,000 円
【WEB 予約料金】
大人 9,800 円／小学生・幼児（3 歳～）6,900 円
※消費税、サービス料込
■内容
：<体験教室>
椿の苔玉作り
<お食事>
料理／大人 彩り和膳
小学生・ 幼児（3 歳～） 特製 お子様ランチプレート
飲物／フリードリンク（ソフトドリンクのみ）
<持ち物>
エプロン・マスク ※体験教室中はマスクのご着用をお願いいたします。
※小学生未満のお子様は保護者のサポートが必要です。
■ご予約・お問い合わせ：03-3943-1140（10：00～19：00）
■URL
：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/summer2021_moss-ball/

ホテル椿山荘東京の「涼」
ホテル椿山荘東京では、夏限定の雲海や涼やかな風鈴装飾、癒しの空間を演出する竹籠灯りなど、避暑地
の趣あふれる都会の森で「涼」を感じる夏をご用意しています。
① 夏限定「“涼”雲海」が出現
期間：2021 年 6 月 28 日（月）～9 月 20 日（月）
2020 年 10 月より始まった国内最大級の霧の庭園演出「東京雲海」。ミスト
の噴霧量を夏の期間は“涼”雲海と称し、通常より 20％増量いたします。涼し
い霧に包まれる絶景をご体験ください
② 風鈴の小道
期間：2021 年 6 月 28 日（月）～9 月 20 日（月）
江戸時代から変わらぬ製法で受け継がれてきた「江戸風鈴」を庭園内に約
300 個設置します。風鈴の涼やかな音色で夏の涼を感じるひとときを。
③ 雲の中で「シャンパンガーデン」
期間：2021 年 7 月 16 日（金）～9 月 26 日（日）
庭園での雲海に続き、今年は空中庭園「セレニティ・ガーデン」に雲海ミス
トを新たに設置。足元に涼しいミストが出現し、雲の中での「シャンパンガ
ーデン」をお楽しみいただけます。
④ 竹籠灯り
期間：～2021 年 9 月 20 日（月） 時間：日没後～23：00
竹で作った丸い籠の中でやさしい光が煌く竹籠灯り演出。心をほぐす空間で
癒しの時をお過ごしください。「シャンパンガーデン」実施日には、空中庭
園「セレニティ・ガーデン」でも竹籠灯りをお楽しみいただけます。
⑤ 庭園内「和傘」貸出し
期間：2021 年 6 月 28 日（月）～9 月 20 日（月）
庭園出入口で和傘の無料貸し出しをおこないます。夏の庭園散策はぜひ和傘
を差してお楽しみください。熱中症対策にもお役立ていただけます。
⑥ マイナスイオン感じる庭園散策
庭園内には五丈滝やほたる沢、幽翠池など、水風景と水音に涼を感じられる
スポットがございます。

■夏の特設ページ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/summer/

ホテル椿山荘東京とは
ホテル椿山荘東京は、都心にありながら、森のような庭園の中に建つホテルです。「世界をもてなす、日
本がある。」をコンセプトに、美しい自然の中で、日本のもてなしの心と、世界基準のサービススタンダー
ドをご体感いただける空間や時間をご提供しています。
267 室の客室では、第二の我が家のようにお寛ぎいただけるよう充実した機能やアメニティを備えるだ
けでなく、都心のパノラマ、またはガーデンビューをご堪能いただけます。そのほか、庭園内や館内の 9 つ
のレストラン、自然光を感じられる直営のスパ・トリートメント施設、最大 2,000 名様までご利用いただけ
る大会場を含む 38 の宴会場、チャペル・神殿、理・美容室、フォトスタジオなどを完備しています。
散策できる広大な庭園には、国の有形文化財の三重塔や茶室、史跡があり、また春の桜、きらめく新緑、
初夏の蛍、夏の涼やかな滝のしぶき、紅葉、雪景色の中の椿と、四季の風情が東京にいることを忘
れさせる特別なひとときをお過ごしいただけます。
ホテル椿山荘東京は、「フォーブス・トラベルガイド」が発表した格付けの「ホテル部門」・「スパ部
門」では、おかげさまで名だたるホテルが並ぶ 4 つ星を獲得できました。また、特に最高級の施設とサービ
スにより、記憶に残る体験を提供するホテルとして認められ「プリファードホテルズ & リゾーツ」の
「L.V.X. Collection」に加盟いたしております。

本件に関するお問い合わせ先
藤田観光株式会社 ホテル椿山荘東京 マーケティング部門
担当：小田、中野、内田
TEL. 03-3943-5506（直通）FAX. 03-3943-1172 Email: pressroom@hotel-chinzanso.com

ホテル椿山荘東京 PR 事務局
担当：馬場、森川、児玉
TEL:03-6863-3377 Email: hotel-chinzanso-tokyo@scramble.jp
※ホテル名を記載いただく際は、正式名称の「ホテル椿山荘東京」でお願いいたします。

