WEEKEND LUNCH BUFFET
WINTER
シェフのこだわりと感 性が光るメニューを
取り揃えました。柔らかな陽光が差し込む
開放感あふれるラウンジで優雅なひととき
をお過ごしください。

Stretch out your weekend with our
lavish and colorful lunch buﬀet,
served in our light-ﬁlled lounge and
welcome to all ages.

［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
［menu］ブッフェ（前菜、サラダ、スイーツ）、
メインディッシュ

12:00 – 14:30 weekends & holidays
¥4,800 per person (children ¥2,800)
Buﬀet (appetizer, salad, dessert) and
choice of main dish

※２名様分の盛り付けです

GRILLED COMBO DINNER
WINTER
旬の美味を贅 沢に使った料理がテーブルを
飾るディナーコース。冬ならではの心も体も
温まる逸品を大切な方との会話が弾むシェア
スタイルでお楽しみください。

Book a table for two with your special
someone and tuck in to this hearty
and heartwarming feast of grilled
meats and vegetables, stylishly served
and bursting with ﬂavor.

［期 間］2018.12/1 〜
［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

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

東京マリオットホテル開業

BRILLIANT MOMENT
Feat. Mumm Grand Cordon Rosé
アーリータイムからお愉しみいただく華やか
なイブニングハイティー。フレッシュな風味
のマム グランコルドン ロゼとマリアージュ
が楽しい食事をご堪能ください。

Mark a ﬁne start to your evening with
savory refreshments and the lively
red-fruit aromas of our featured rosé
champagne.

［時 間］17: 00 〜21: 00（L.O.）
［料 金］女性1名様 ￥6,000 男性 +¥1,500

17:00 – 21:00 (L.O.)
¥6,000 for women; ¥7,500 for men

5 周年キャンペーン

東京マリオットホテルは12月3日
に開業 5周年を迎えます。皆様へ
の日頃の感謝を込めまして全館で
記念プランをご提供します。
「5」に
フィーチャーした遊び心あふれる
プレゼントをはじめホテル宿泊券
やアフタヌーンティー招待券など
が当たる豪華キャンペーンを実施
します。
マリオットならではのおもてなしを
ご体感ください。

詳細はこちらから

MARRIOTT RED

WEEKEND LUNCH BUFFET
WINTER AFTERNOON TEA
2018.11.1- 2019.1.15

シェフのこだわりと感 性が光るメニューを
取り揃えました。柔らかな陽光が差し込む
開放感あふれるラウンジで優雅なひととき
をお過ごしください。

Stretch out your weekend with our
lavish and colorful lunch buﬀet,
served in our light-ﬁlled lounge and
welcome to all ages.

［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
［menu］ブッフェ（前菜、サラダ、スイーツ）、
メインディッシュ

12:00 – 14:30 weekends & holidays
¥4,800 per person (children ¥2,800)
Buﬀet (appetizer, salad, dessert) and
choice of main dish

マリオットレッドに華やぐアフタヌーンティー。 ［時 間］13 : 00 〜17 : 00
（2 部制）
スミレとベリージュレを忍ばせたチョコレート ［料 金］1名様 ￥4,500
ムースや苺のポップオーバーなど鮮やかな逸品 ［menu］苺とカシスのポップオーバー
ベリオレットのチョコレートムース ほか
が並びます。
きらめくティータイムをどうぞ。

This December 3 marks ﬁve wonderful
years of serving you. We’ve made our
popular afternoon tea bright, bold, and
red to celebrate the occasion.

13:00–17:00 (two seatings)
¥4,500 per person
Strawberry and black-currant
popovers, chocolate-berry violet
mousse and more

T OK YO MA R R I O T T
R E D CE LEB R A T I O N
東京マリオットホテル開業

Seasonal Sweets & Bread
季節限定テイクアウト スイーツ＆ブレッド

SWEETS

Rouge Chouchou
ルージュ シュシュ
￥500
ラズベリームースにベルガモット
のジュレなどを組み合わせた濃厚
な味わいのレアチーズケーキ。

S'Appuyer
サピュイエ
￥500
ホワイトチョコレートのムースと
ラズベリーのビスキュイが織りなす
華麗なハーモニーが絶妙な逸品。

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。
BREAD

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

5 周年キャンペーン

開 業 5 周 年CHRISTMAS
を 記 念 し た 美CAKE
食 の 響&宴BREAD 2018

東京マリオットホテルは12月3日

マリオットレッドで彩る大人のスタイリッシュなクリスマス。
018. WINTER
に開業 5周年を迎えます。皆様へ
ラグジュアリーなケーキや人気のブレッドを取り揃えました。

の日頃の感謝を込めまして全館で
パティシエの遊び心がのぞく洗練された逸品をどうぞ。
記念プランをご提供します。
「5」に
フィーチャーした遊び心あふれる
プレゼントをはじめホテル宿泊券
やアフタヌーンティー招待券など
が当たる豪華キャンペーンを実施
します。
マリオットならではのおもてなしを
ご体感ください。

GGCo.

Marriott Red Candle

TOKYO MARRIOTT
HOTEL
マリオットレッ
ドキャンドル
4-7-36 KITASHINAGAWA,
￥350
SHINAGAWA-KU,TOKYO
140-0001
イタリア伝統菓子のパネ
トーネを
赤いキャンドルに見立てたひと品。
T +81.3.5488.3911
爽やかなグリオットがアクセント。

東京マリオットホテル
クリスマスケーキご予約承り中（ 12月15 日まで）

詳細はこちらから
[ お問合せ ] ペストリー＆ベーカリー GGCo. 03-5488-3929

〒140 -0001 東京都品川区北品川 4-7-36
TEL 03-5488-3911 ( 代表 )

www.tokyo-marriott.com

Stew Pot Bread

シチューポットブレッド
￥320
寒い季節に食べたくなるクリーム
シチューを赤いブレッドに閉じ込め
ました。冬を味わう一品です。

