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ST Y L I SH A M E R IC AN
C H R I ST M A S
スタイリッシュ アメリカン クリスマス

2017. HOL I DAY SEASON

C hristmas Special Dinner Course
12.22 – 12. 25
スタイリッシュなマンハッタンのカルチャーにインスパイアされた
４日間限定のエクスクルーシブなディナーコース２種。
シーンに合わせて華やかできらめくひとときをお届けします。

WONDROUS DINNER
本場アメリカのクリスマスで見られる家庭料理
をアレンジしフォトジェニックに仕上げました。
前菜からメインのグリルに至るまでボリューム
満点なメニューをシェアしてお楽しみください。

BRILLIANT DINNER
贅沢な冬の食材をふんだんに使用したシェフの
匠の技と遊び心が光る至極のディナーコース。
大切な方と優雅で心温まるクリスマスを開放感
あふれるアトリウムでご堪能ください。

Served in our bright atrium for just four nights
up to Christmas, this six-course feast begins
with prosciutto ham and climaxes with grilled
roast beef lavished with shaved truﬄes.

［時 間］17 : 00 〜/ 20 : 00〜（ 2 部制）

Our hearty American-style
ﬁve-course holiday feast features
roasted game hen, smoked ham,
and juicy hanger steak.

（ 22、25日は17:00 〜22:00）

［時 間］17: 00 〜/20 : 00 〜（ 2 部制）
（22日、
25日は17:00〜22 :00）

［料 金］１名様￥10,000（ 2 名様より）
［menu］前菜、魚介のリゾット、
肉 3 種プレート、
デザート ほか

17:00 –22:00 (12/22, 25)
17:00 –19:00 / 20:00–22:00 (12/23–24)
¥10,000 per person (parties of 2 and up)
Amuse-bouche, starter, seafood dish,
main entrée, dessert

［料 金］1名様 ￥12,000
［menu］オードブル、スープ、魚料理、

和縁牛のグリル、
デザート ほか

17:00 – 22:00 (12/22, 25)
17:00 –19:00 / 20:00 –22:00 (12/23 –24)
¥12,000 per person
Amuse-bouche, hors d’oeuvres, soup,
seafood dish, main entrée, dessert

C H RI ST M AS C O C K TA I L S
クリスマス限定 スペシャルカクテル

CHRISTMAS
WEEKEND LUNCH BUFFET
クリスマスホリデーを鮮やかに彩るランチブッフェ。
旬の味覚を心ゆくまでお楽しみください。
［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

Berry Christmas
ベリークリスマス ￥1,500
スノードームをイメージしたホワイト
リキュール＆ベリーのスイーツカクテル

Baileys Fudge
ベイリーズ ファッジ ￥1,800
ベイリーズにワッフルやココアクッキー
をトッピングしたパフェのような一品

BRILLIANT MOMENT WINTER
CHRISTMAS CAKE & BREAD 2017

Feat. Mumm Grand Cordon & Mumm Rose
12/1 – 2018.2/28 ( 除外日:12/22-25 )

マリオットホテル発祥のアメリカにインスパイアされた
クリスマスケーキ & ブレッドを、東京マリオットホテルならではの
遊び心とシェフのこだわりでスタイリッシュに表現しました。

クリスマスケーキご予約承り中（ 12月17日まで）
www.tokyo-marriott.com/special/2017christmasCake
[お問合せ] ペストリー＆ベーカリーGGCo. 03-5488-3929

CHRISTMAS AFTERNOON TEA
12.1 – 12.25

セレブレーションのシーンを彩るシャンパン
「マム グラン コルドン」と「マム ロゼ」
と厳選した冬の味覚とのマリアージュ。
心と体に贅沢なイブニングタイムをどうぞ。

Enjoy unlimited glasses of Mumm Grand
Cordon & Mumm Rose champagne with
select festive delicacies, such as butterroasted magret de canard.

［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

17:00 -21:00 (L.O.)
¥6,000 for women; ¥7,500 for men,
Hors d’oeuvres, choice of entrée,
90-minute free-ﬂow drinks

CH RISTMAS EVENTS

Kids’ Marriott
親子でTRY ! クリスマススイーツクッキング

クリスマスの伝 統 的なスイーツからトレンド
のステンドグラスクッキーまでフェスティブ
シーズンを彩るフォトジェニックなアイテム
が揃いました。至福のアフタヌーンをどうぞ。

Enjoy savory ﬁnger foods and
favorite holiday sweets like stollen
and stained-glass sugar cookies with
a ﬂavorful array of teas and coﬀees.

［時 間］13 : 00 〜17 : 00（L.O.）
（土日祝日２時間制）

［料 金］1名様 ￥4,200
［menu］クリスマスプディング、

青リンゴのプティムース ほか

Weekdays 13:00 –17:00
Weekends & holidays from 13:00
and 15:30
¥4,200 per person

ホテルパティシエがレクチャーする
親子で楽しむシューツリークッキング。
体験後はクリスマスランチブッフェを
お楽しみください。
日時：12月 3日（日）10:30 〜13:30
料金：親子ペア ￥9,500

（内訳：大人￥5,500 子供 ￥4,000 ）
※ 主に 4 〜 9 歳のお子様が対象です

詳細・お申込は
こちらから

www.tokyo-marriott.com/event/kids6

お席のご予約は 24時間 WEBでも承ります。

表示料金に別途、サービス料（10％）および消費税を加算させていただきます。

All prices listed are subject to a 10% service charge and sales tax.

GGCo.
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