
 

報道関係各位 

東京ドームホテルは感謝や愛の言葉を伝えたい皆様をサポートいたします 

“「LOVE Quarter」～愛を伝える 3 ヶ月～”開催 
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【愛妻の日】、2/14【バレンタインデー】、3/14【ホワイトデー】は 

大切な人を特別な料理でもてなす最高の 1日に 
     2015 年 12 月吉日 

 
東京ドームホテル（所在地：東京都文京区後楽 1-3-61、代表取締役社長 総支配人：萩原実）で

は 2016年 1月から 3月の期間を“「LOVE Quarter」～愛を伝える 3 ヶ月～”と題し、レストランでの特
別企画や期間限定スイーツ、ウェディングフェアをご用意いたします。 

1～3月は、愛妻の日（1/31）、バレンタインデー（2/14）、ホワイトデー（3/14）と、大切な人へ
感謝や愛の言葉を伝えるための 3 大イベントが続きます。その 3 ヶ月間（1 年の 4分の 1の期間：
Quarter）に、当ホテルでは心温まる演出をご用意し、普段はなかなか言うことのできない感謝の
気持ちや愛情を伝えたい皆様をサポートいたします。 

「愛妻の日 3DAYS」 各レストラン企画開催概要 

 

 

 

❤奥様へのサプライズプレゼント付きディナー❤ 
43階 サウンドステージ＆ダイニング「アーティスト カフェ」                          

 最上階からの都心の夜景と共に、シェフおすすめの華やかなイタリア料理をおふたりでシェアし

ながらお楽しみいただけるディナーコースをご提供いたします。 

下記コースをご夫婦でご利用のお客様に、奥様への愛情や日頃の感謝

の気持ちが伝わるように願いを込めてアレンジしたアニバーサリーデ

ザート（メッセージ入りも対応可）、さらにかわいらしい花束（ブーケ）

を無料にてご用意いたします。 
■対象コース：ディナーコース「愛妻の日 デュエット」 

    ※バルコニーシート限定 

※乾杯用スパークリングワイン付き 

■開催日時：2016年 1月 29日（金）～1月 31日（日）【3日間限定】 

18:00～23:00（ラストオーダー21:00） 

■料金：お二人様 15,000円（16,200円）   ※サービス料別 

■特典： 愛妻の日限定アニバーサリーデザート（メッセージ入りも対応可）、 

さらに花束（ブーケ：3,000円相当/日比谷花壇）を無料にてご用意 

■ご予約・お問い合わせ： 

サウンドステージ＆ダイニング「アーティスト カフェ」 

TEL.03-5805-2243（11:30～23:00） 

※前日までに要予約 【各日 10 組 20名様限定】 

※予約受付開始 2016年 1月 12 日（火）11:30～ 
 
 

❤奥様半額のうれしい LOVE PRICE❤ 
6階 ダイニング「ドゥ ミル」                                                 

 フレンチレストラン、ダイニング「ドゥ ミル」では、ゆとりある落ち着いた空間で、シェフおすすめ

の軽やかで深みのあるフランス料理をディナーコースにてご提供いたします。 

下記コースをご夫婦でご利用のお客様に奥様分の料金を半額にてご提供いたします。 

■対象コース：ディナーコース「愛妻の日 ムニュ ド ラ デクヴェルト」  

※乾杯用ワンドリンク付き 

※（）内は消費税込みの料金です 

※画像は全てイメージです 

「愛妻の日」とは 

1月 31日は、「1」をアルファベットの「I（アイ）」に、「31」を「サ・イ」と読む語呂合わせで「愛妻の日」と名付けられてい

ます（日本愛妻家協会設定）。当ホテルでは、毎年 1月 31日を含めた数日間、お得な特典をご用意した企画を開催しており、

今回で 5回目となります。 
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■開催日時：2016年 1月 29日（金）～1月 31日（日）【3日間限定】 

平日   18:00～22:00（ラストオーダー21:00） 

土・日   17:00～22:00（ラストオーダー21:00） 

■料金：男性 11,000円（11,880 円） 

奥様【半額】5,500円 （5,940円） ※サービス料別 

■ご予約・お問い合わせ： 

ダイニング「ドゥ ミル」TEL.03-5805-2288 

※予約受付時間 平日  12:00～22:00  

土･日･祝日 10:00～22:00 

※前日までに要予約 【各日 5組 10名様限定】 

※予約受付開始 2016年 1月 12 日（火）12:00～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「バレンタインデー・ホワイトデー」 各レストラン企画開催概要 

 

❤大切な人へのサプライズプレゼント付きディナー❤ 
43階 サウンドステージ＆ダイニング「アーティスト カフェ」                         

おふたりの仲が一層深まるよう、シェアしながらお召しあがりいただけるディナーコース。 

 下記コースをカップルでご利用のお客様に、お相手への大切な気持ちが伝わるように願いを込め

てアレンジしたアニバーサリーデザート（メッセージ入りも対応可）、

さらにかわいらしいお花の卓上アレンジメントを無料にてご用意い

たします。 
■対象コース：ディナーコース「バレンタインデー デュエット」  

            「ホワイトデー デュエット」 

※バルコニーシート限定 

※乾杯用スパークリングワイン付き 

■開催日時：2016年 2月 14 日（日）、3月 14 日（月） 

18:00～23:00（ラストオーダー21:00） 

■料金：お二人様 15,000円（16,200円） ※サービス料別 

■特典：バレンタインデー・ホワイトデー限定アニバーサリーデザート 

（メッセージ入りも対応可）、さらに卓上アレンジメント（3,000

円相当/日比谷花壇）を無料にてご用意 

■ご予約・お問い合わせ： 

サウンドステージ＆ダイニング「アーティスト カフェ」 

 TEL.03-5805-2243（11:30～23:00） 

※前日までに要予約 【各日 10 組 20名様限定】 

※予約受付開始 2016年 1月 12 日（火）11:30～ 

 

  

❤男性（2/14）・女性（3/14）半額のうれしいLOVE PRICE❤ 
6階 ダイニング「ドゥ ミル」                                                

  大人のバレンタインデー、ホワイトデーにシェフおすすめのフランス料理のディナーコースを

お楽しみいただけます。最後の一皿はチョコレートを使用した特別デザート。おふたりで贅沢な

ひと時をお過ごしいただけます。 

下記コースをカップルでご利用のお客様にバレンタインデーは男性分の料金を半額、ホワイト 

バルコニーシート 

※画像は全てイメージです 
※（）内は消費税込みの料金です 



3/3  

 

デーは女性分の料金を半額にてご提供いたします。 

■対象コース：ディナーコース「バレンタインデー ムニュ ド ラ デクヴェルト」 

「ホワイトデー ムニュ ド ラ デクヴェルト」 
※乾杯用ワンドリンク付き 

■開催日時:2016年 2月 14日（日）17:00～22:00（ラストオーダー21:00）              

2016年 3月 14日（月）18:00～22:00（ラストオーダー21:00） 

■料金：お一人様 11,000円（11,880円） 

         バレンタインデー ：男性【半額】5,500円（5,940 円） 

      ホワイトデー     ：女性【半額】5,500円（5,940 円） 

         ※サービス料別 

■特典：バレンタインデー・ホワイトデー限定 

チョコレートを使用した特別なデザートをご用意 

■ご予約・お問い合わせ： 

ダイニング「ドゥ ミル」 TEL.03-5805-2288 

※予約受付時間 平日  12:00～22:00  

土･日･祝日   10:00～22:00 

※前日までに要予約 【各日 5組 10名様限定】 

※予約受付開始 2016年 1月 12 日（火）12:00～ 

「LOVE Quarter」期間限定 ハート型スイーツ『ショコラノワール』『ショコラブラン』を販売 

愛情や感謝の気持ちを込めて大切な方へお贈りする､可愛らしい

ハートの形に仕上げたケーキです。まろやかなチョコレートムース

の程よい甘さが特徴の、2 種のケーキを期間限定にて販売いたしま

す。 
■販売期間：『ショコラノワール』 

2016年 1月 16日（土）～2月 14日（日） 
『ショコラブラン』 

2016年 2月 15日（月）～3月 14日（月） 
■料金：各 550円（594円） 

■お問い合わせ： 

1 階ロビーラウンジ「ガーデンテラス」 TEL.03-5805-2201（ 9:00～20:00） 

3 階スーパーダイニング「リラッサ」   TEL.03-5805-2277（11:00～20:00） 
 

「無料試食付 バレンタインデーウェディングフェア」開催概要  
 
東京ドームホテルのウェディングを体験できる魅力的なフェアを

随時開催中です。 

バレンタインデーの 2016年 2 月 14 日（日）にはシェフこだわり

のメニューを無料でご試食いただける『ハーフコース試食フェア』

（スパークリングワイン付き）を開催。お越しいただいたお客様に

は「ゴディバのチョコレート」をプレゼントいたします。（数量限定） 

■ご予約・お問い合わせ：「ウェディングサロン」 

 TEL.03-5805-2255（受付時間 10:00～19:00） 

 ※要予約 

 ※年末年始休業 2015年 12月 31日（木）～2016年 1月 3日（日） 

本件に関する報道関係者の方のお問い合わせ先 
                                  

 

 東京ドームホテル                      共同ＰＲ 
 総支配人室 渡辺 第 4 業務局 長瀬／大須賀 

 〒112-8562 東京都文京区後楽 1-3-61 〒104-8158 東京都中央区銀座 7-2-22 同和ビル 

 TEL.03-5805-2151  FAX.03-5805-2153 TEL.03-3571-5238  FAX.03-3571-5360 

 URL http://www.tokyodome-hotels.co.jp  

 報道関係資料 http://www.tokyodome-hotels.co.jp/press 

 

左『ショコラノワール』・右『ショコラブラン』 

※（）内は消費税込みの料金です 

※画像は全てイメージです 


