
M E E T  H AWA I I  
A T  G O T E N Y A M A  
御殿山で愉しむハワイアンスタイル

2018. SUMMER  



17:00 – 21:00 (L.O.)

¥6,000 for women; ¥7,500 for men
Hors d’oeuvres, choice of entrée, 
free-flow Champagne

［時 間］ 17:00～21:00（L.O.） 
［料 金］ 女性1名様 ￥6,000 男性 +¥1,500
［menu］ オードブル、メインディッシュ、
 フリーフロードリンク

夕暮れどきからご堪能いただけるイブニング
ハイティーには、夏の夜を彩るシャンパンとして
ビルカール・サルモンをご提供。大切な人との
ひとときに華を添える美食のマリアージュをどうぞ。

彩り豊かな本場ハワイアンメニューと
パティシエ特製の涼しげなスイーツが
並ぶ週末・祝日限定のランチブッフェ。
吹き抜けの開放感あふれるラウンジで
優雅なランチをお楽しみください。

Raise a glass to summer and the start of 
a perfect evening with the delightfully 
subtle  Billecart-Salmon Extra Brut 
Champagne.

［時 間］ 12:00～14:30（土・日・祝日限定）
［料 金］ 1 名様 大人￥4,800 子供￥2,800

BRILLIANT MOMENT
feat. Billecart-Salmon Extra Brut

WEEKEND 
LUNCH BUFFET

HAWAIIAN

HAWAIIAN
GRILLED COMBO DINNER
ハワイの魅力を凝縮してご提供するディナー
コース。マリオットスタイルにアレンジした
ガーリックシュリンプやカルアポーク等を
本場さながらにシェアしてお楽しみください。

Hawaiian favorites join hearty 
American grilled fare in this 
signature surf-and-turf platter 
that’s fun to share.

17:00 – 22:00 (L.O.) 
¥7,500 per person (two servings shown)
Starter, grilled platter, dessert

［時 間］ 17:00～22:00（L.O.）
［料 金］ 1名様 ￥7,500
［menu］ 前菜、メインディッシュ、デザート

※写真は2名様分のイメージです

ハワイアンキュイジーヌ

2018.7.1 – 8.31
雄大な自然が魅力のハワイ・カウアイ島をフィーチャーしてお届けする

CATCH HAWAIIAN BREEZES AT 　   TOKYO MARRIOTT

東京マリオットホテルでのハワイエクスペリエンスを投稿して
ハワイのマリオットホテル宿泊券があたるキャンペーン！

Share Your Marriott Aloha ! 

期間中のハワイイベントはこちらをチェック

キャンペーン公式ハッシュタグ公式アカウント
#aloha_tokyomarriott@tokyomarriott



13:00 –17:00
¥4,500 per person, for two
Tropical heart mousse, 
Hawaiian black truffle 
confection, new ice-cream bar

［時 間］ 13:00～17:00（２時間制）
［料 金］ 1名様 ￥4,500
［menu］ ハワイアン黒トリュフアイス、
 パイナップルブリュレ、
 モチコチキン 他

with

ハワイの海のようなジュレにハーゲン
ダッツバーを大胆にトッピングしたスイ―ツ
やカットしてハートがでたらHAPPY！？な
トロピカルムースなど、リゾートテイスト
たっぷりなアフタヌーンティー。

ハーゲンダッツ×東京マリオットホテルの
アフタヌーンティー＆カクテル

Three original cocktails, including 
the non-alcoholic “Aloha Guava,” 
feature new Häagen-Dazs ice 
creams for a sweet addition to 
your day.

ハーゲンダッツのアイスクリームを
アレンジしたオリジナルカクテル。
バーテンダーの遊び心がのぞく華やか
なカクテルはアフタヌーンティーや
ディナータイムを彩ります。

The Häagen-Dazs Peach & Berry 
ice-cream bar debuts in our afternoon 
tea. Enjoy it with a tropical mousse, 
a black truffle frozen confection and 
other Hawaii-inspired sweets.

Aloha Afternoon Tea & Cocktails

Paradise (right) パラダイス ￥2,200 
Sunset (center) サンセット ￥1,800　
Aloha Guava (left) アロハグアバ ￥1,200　

［時 間］ 11:00～23:30（L.O.）

上記料金は全て税込み価格です。The above prices include sales tax.

キャラメリゼしたパイナップルと
バナナを合わせたデニッシュ。
サクサクした香ばしい生地と
フルーツの甘さが絶妙です。

Mai’a マイア
￥300

甘酸っぱいハイビスカスパウダー
であしらったマリオットレッドの
オリジナルマラサダです。

Plumeria プルメリア（右）
￥500
プルメリアの花をイメージした
可憐なスイーツ。フルーツと
ヨーグルトの組み合わせが
爽やかな口当たりです。

さっくりとしたシュー生地に
コナ・コーヒーのティラミスと
ココナッツムースを合わせた
トロピカルなスイーツ。

Haleakalaハレアカラ（左）
￥500

Special Hawaiian Treats

Breads

Sweets 

マラサダをハニーグレーズで
コーティング。はちみつの優しい
甘さが広がる一品です。

Honey Glazed Malasada 
ハニーグレーズマラサダ（右）
￥220

Marriott Malasada 
マリオットマラサダ（左）
￥200

テイクアウトでお楽しみいただく
マリオットのハワイアンテイスト

後援：ハワイ州観光局　協賛：ユナイテッド航空


