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報道関係各位 

子供も大人も楽しめる情報が満載！！ 

東京ドームホテル 夏のおすすめ情報 
～夏季限定のプールやビアガーデンが登場～ 

2015年 6 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）は、宿

泊プランやレストランフェアにおいて、ご家族皆様にお楽しみいただける夏季特別企画をご用意いたします。 

当ホテル 7 階屋外に位置する「ガーデンプール」が、2015 年 7 月 18 日（土）から 9 月 6 日（日）ま

で営業するのに伴い宿泊とプール利用券をセットにした宿泊プランを販売いたします。また、夏季限定

のビアガーデン「ポートガーデンテラス」では樽生ベルギービールが今年初登場いたします。 

さらに、ホテル開業 15周年特別企画として、スーパーダイニング「リラッサ」にて“15”にちなんだ

メニューをご提供するほか、サウンドステージ＆ダイニング「アーティスト カフェ」では 7、8、9月の

各月 15日に生ビールを半額料金にてご提供します。その他、お得な宴会プランや婚礼プランもご用意い

たします。 
   
◆ スーパーダイニング「リラッサ」 『アニバーサリー サマーブッフェ』 
期間中、お客様のお好みに合わせて様々な味わいをお楽しみいただける  

“アレンジメニュー”をはじめ、洋食・中華・和食・スイーツのバラエティ

豊かなメニューの数々をブッフェスタイルでお届けします。 

ランチタイムには「夏休み キッズスペシャル“挑戦”15種のトッピン 

グで作るオリジナルピザ」が登場。チキンやシーフード、ソーセージ、 

マシュマロなど 15 種類のトッピングからお好きな食材をお選びいただき、オ

リジナルピザ作りに挑戦。オープンキッチンから届く焼き立てのピザをお召

し上がりいただけます。 

ディナータイムには 15周年を記念した「牛ハラミステーキ 150ｇ」（お一

人様一皿限定）をご用意。また「タコスバー」や「千葉 幻霜ポークの塊ロー

スト」などボリューム満点のラインナップをご提供いたします。 

 その他にも、カレーなどスパイスを活かしたメニュー、かき氷など夏にぴ

ったりな料理をご用意いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

『アニバーサリー サマーブッフェ』概要 
■期間 2015年 7月 16日（木）～8 月 31日（月） 
■時間 ランチ   11:30～15:00（ラストイン 14:30） 

ディナー  17:00～21:30（ラストイン 21:00） 
■場所 3 階 スーパーダイニング「リラッサ」 
■料金 ランチブッフェ （90 分制）    お一人様   2,900 円（3,132円） 

お子様（4歳～小学生）  1,200 円（1,296円） 
ディナーブッフェ（120分制） お一人様   4,000 円（4,320円） 

お子様（4歳～小学生） 1,200 円（1,296円） 
シニア（65歳以上） 3,500 円（3,780円） 
※（ ）内は消費税込み、ソフトドリンクバー付き 

■ご予約・お問い合わせ TEL.03-5805-2277 
 
 
 
 

 

15周年特別企画メニュー 
【ランチ限定】 

「夏休み キッズスペシャル“挑戦” 
15 種のトッピングで作るオリジナルピザ」 

～トッピング例～ 

チキン・シーフード・トマト・ソーセージ・ 

コーン・マシュマロ・バナナ・りんご など 

計 15種類 

【ディナー限定】 

「牛ハラミステーキ 150ｇ」 
 

※お一人様一皿限定 

※画像はすべてイメージです。 



2/4  

 

 

◆ ビアガーデン「ポートガーデンテラス」 
 ビアガーデン「ポートガーデンテラス」では、樽生ベルギービールが初登場。2015年9月13日（日）ま

で夏季限定にて営業いたします。太陽の光のもと、緑あふれるガーデンで爽やかな風を感じながら楽し

むベルギービールと各種お料理は格別です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
         

 

 

◆ 夏休み宿泊プラン 『夏季限定 ガーデンプールプラン』 
2015年 7月 18日（土）から 9月 6日（日）まで、ご宿泊（朝食付き）とガーデンプール利用券をセット

にした『夏季限定 ガーデンプールプラン』を販売しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■期間 2015年 9月 13日（日）まで営業 
■時間 6 月  16:00～22:00(金) 

12:00～21:00(土・日) 
7 月、8月 16:00～22:00(平日) 

   12:00～22:00(土・日・祝) 
9 月  16:00～21:00(平日) 

   12:00～19:00(土・日) 
 ※ラストオーダーは営業終了時間の 30分前 

※天候により休業及び営業時間変更となる場合があります 

■場所 東京ドームシティ ミーツポート 3 階ガーデン 
■料金 生ビール（アサヒスーパードライ）  
    556円（600 円） 

ベルギービール各種 741円（800 円）～ 
ソフトドリンク  278円（300 円）～ 
おつまみ   463円（500 円）～ 
 

☆樽生ベルギービール飲み比べセット 

お一人様 3,612 円（3,900 円） 
※ビール 5種類/おつまみ 1品付き 
※( )内は消費税込み 

■ご予約・お問い合わせ TEL.03-5805-3160 
〔営業時間外｢リラッサ｣   TEL.03-5805-2277（12:00～22:00）〕 

※画像はすべてイメージです。 

『夏季限定 ガーデンプールプラン』概要 
■期間 2015年 7月 18日（土）～9 月 6 日（日） 

■料金 1 泊 1室 2名様利用の場合 お一人様 9,275円～ 

※室料・朝食・ガーデンプール利用券 

サービス料・諸税込み 

（滞在中ガーデンプールを何度でもご利用いただけます） 

※料金は、期間・ご利用人数により異なります 

■ご予約・お問い合わせ 

宿泊予約 TEL.03-5805-2222（受付時間 10:00～17:00） 

「ガーデンプール」概要 
■期間      2015年 7 月 18日（土）～9月 6日（日） 10:00～19:00（最終入場 18:30） 

■場所      東京ドームホテル 7階（屋外） 

■プールサイズ  長さ 20m、幅 10m、深さ 1.1m 

■料金         ご宿泊者  1,620 円   

ご宿泊者以外 平日 3,240円 

土・日・祝日および特定日（8月 11 日～16日）3,780円 

【アフター2】※14:00 以降の入場 

ご宿泊者  1,080 円   

ご宿泊者以外 平日 2,160円 

土・日・祝日および特定日（8月 11 日～16日）2,700円 

※消費税込み、6歳未満無料、12歳以下は保護者の同伴が必要 

※利用券購入日に限り再入場可 

■お問い合わせ  TEL.03-5805-2111（代表） 
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◆ サウンドステージ＆ダイニング「アーティスト カフェ」   

『パノラマランチブッフェ ～イタリア食紀行～ [シチリア島・サルデーニャ島]』 
ホテル最上階 43階から都内を一望しながら、イタリア料理を 

ブッフェスタイルでご提供する「アーティスト カフェ」では、地

中海最大の島“シチリア島”とその次に大きな島“サルデーニャ島”

をテーマにした『パノラマランチブッフェ ～イタリア食紀行～ 

[シチリア島・サルデーニャ島]』を開催いたします。豊かな海に囲

まれたこれらの島は、海の幸を使った料理がとても有名な地といわ

れています。 

フェアでは“イワシとウイキョウのカサレッチェ”や“シチリア

西部トラパーニ風魚介のクスクス”など郷土料理をアレンジしたお

すすめの逸品をご提供いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 宴会プラン  『15周年サマーパーティプラン』 
納涼会や暑気払いなど、夏の様々なお集まりにおすすめのお得なプランです。 

 

 

 

 

 

 

 
     
 

 
 
 

※画像はすべてイメージです。 

『パノラマランチブッフェ ～イタリア食紀行～ [シチリア島・サルデーニャ島]』概要 
■期間  2015年 7月 16日(木)～9月 30 日(水) 
■時間 平日   11:30～14:30(ラストイン 14:00) 

土・日・祝日  11:00～15:00(ラストイン 14:30)【90分制】 

■場所 43階 サウンドステージ＆ダイニング「アーティスト カフェ」 
■料金 ランチブッフェ   お一人様     2,750円(2,970 円) 
         お子様（4歳～小学生）1,500 円(1,620 円) 
     ※コーヒー・紅茶付き 

     ※（ ）内は消費税込み 

■ご予約・お問い合わせ TEL.03-5805-2243 
 

15周年特別企画 
開業 15周年を記念して、7～9月の“15”がつく日は 
ディナータイム限定にて生ビールが半額！！ 
ホテル最上階からの夜景とともに、お楽しみください。 
 
■期間 2015年 7月 15日（水）、8 月 15日（土） 

9 月 15日（火）のディナータイム限定 
■料金 400円（432 円） 

※通常 800円（864 円） 
※（ ）内は消費税込み・サービス料別 

『15周年サマーパーティプラン』概要                              
■ 期間 2015年 7月 1日（水）～9月 30 日（水） 【ご予約承り中】 
■ 料金  SSコース：お一人様 12,000円 

S コース：お一人様  10,500円 
  Aコース：お一人様  9,000円 

B コース：お一人様  8,000円 
  Cコース：お一人様  7,500円【8月限定】 
 ※料理・飲物・室料・装花（Cコース除く） 

サービス料・消費税込み  
※別途、音響照明基本料を頂戴いたします 
※20～120名様 / 2 時間制 

■ 特典 ①SS・Sコースは 30 名様のご利用につき 
ビアガール 1名（最大 4名まで） 

②SS・S・Aコースは生ビール付き 
③全コースにカラオケ・ビンゴサービス 
（台数に限りがございます）   

■ ご予約・お問い合わせ バンケットセールス部 TEL.03-5805-2121 
（受付時間 平日 9:30～19:00 土曜 9:30～18:00）※祝日を除く 
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『15周年記念ウェディングプラン』概要 

■適用期間   2015年 6月 1 日（月）～12 月 31日（木） 

【各月 15組限定 / ご予約承り中】 

■プランアイテム 

お料理フルコース、お飲物（フリードリンク）、会場室料、 

ウェディングケーキセレモニー、新郎新婦ご衣裳、 

フラワーアレンジメント、音響照明基本料、 

テーブルフルカラーコーディネート  など 

■人数    20名様以上 

■料金    60名様 1,500,000 円 / 1名様増減 18,000円  

※サービス料・消費税込み 

■特典 挙式料半額・新婦 2着目の衣裳を無料サービス 

新郎新婦宿泊ご招待（ご婚礼前日または当日）   

※エクセレンシィフロア 1泊朝食付き 

ご両家宿泊ご招待（ご婚礼前日または当日）   

※スタンダードツインルーム 2室 1 泊朝食別 

ご列席者の宿泊料金を 30％相当割引 / ご結婚 1周年記念宿泊ご招待  など 

■詳細   東京ドームホテル ウェディング公式ウェブサイト http://www.tokyodomehotel-wedding.jp 

■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） 

◆ 婚礼プラン『15周年記念ウェディングプラン』  
挙式料半額・新婦 2着目の衣裳を無料サービスなど様々な特典が付いた期間限定のプランを 60名様 150

万円という特別料金にてご用意しております。ご好評につき期間延長をして販売いたします。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 
 

※画像はイメージです。 

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.03-3571-5175  FAX.03-3571-5382 

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

 


