
 

 

シェフ ド パティシエ 伊藤 路春（いとう みちはる）  

【実績】 

1989年“コンクール･アルパジョン”アルパジョン市杯受賞 

1993年“コンクール・シャルルプルースト”金メダル受賞 

 

       
 

        

報道関係各位 

東京ドームホテル 

お子様から大人まで夢中になれる夏の思い出作りをお手伝い 

“今年の夏を楽しむ”おすすめ情報 
2016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などにおいて、お子様から大人の方までお楽しみいただける夏の特別企画をご

用意いたします。また、当ホテルのスイーツを監修するシェフ ド パティシエ伊藤路春によるケーキ作り体

験教室も開催いたします。 

夏休み特別企画 『親子でチャレンジ！ ケーキ作り教室』 

当ホテルのスイーツを監修するシェフ ド パティシエ伊

藤路春による、主にお子様を対象とした『親子でチャレン

ジ！ ケーキ作り教室』を開催いたします。参加のお子様に

はコックコート、コック帽を着用のうえ、ケーキ作りにチ

ャレンジしていただきます。 

スポンジを焼く工程やデコレーションなどを体験、お作

りになったケーキはご自宅へのお土産としてお持ち帰りい

ただけます。体験後はティータイムとして、シェフが手掛

けたオリジナルケーキをお飲み物とともにお楽しみいただ

き、記念写真入りのキッズシェフ認定書を授与いたします。 

ご同行の保護者様もお子様の真剣に取り組む姿を撮

影しながら一緒にお楽しみいただける、夏の思い出 

にぴったりの体験型イベントです。 

7 月 1 日（金）11：00 より東京ドームホテル 公式 

ウェブサイトにてお申し込みを承ります。（抽選と 

なります。締め切り後、厳正なる抽選のうえ当落に 

つきましてはホテルよりご連絡させていただきます。） 
    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本リリースの画像は全てイメージです。 

『親子でチャレンジ！ ケーキ作り教室』 概要     
■日時  2016年 8月 24日（水） 受付 13:00～ 

パティシエ体験 13:30～15:00 / ティータイム 15:30～16:30 
■会場  ホテル内宴会場 
■料金  お二人様  4,000 円 （お子様 1名様・保護者様 1 名様） 

※体験費・サービス料・消費税込み 

※お子様の対象年齢：5歳～12歳（小学生まで） 

※お一人様追加の場合 1,500円（体験費・サービス料・消費税込み） 

※体験は 1グループにつきケーキ 1台となります。 

■人数   【抽選】10組 20名様  
※締め切り後、厳正なる抽選のうえ 

当落につきましてはホテルよりご連絡させていただきます。 

■内容  ①コックコート・コック帽でシェフ気分を楽しみながらケーキ作り体験 
  （お作りいただいたケーキはお持ち帰りいただけます。） 
  ②記念写真入りキッズシェフ認定書の授与 
  ③ティータイムにはシェフが手掛けたオリジナルケーキをご提供 
■注意事項 ①体験内容はお子様対象となります。 
  ※必ず保護者様とご一緒にお申し込みください。 

  ②お子様のコックコートはお貸しいたします。保護者様はエプロンなどを 
ご持参ください。 

■お申し込み   東京ドームホテル 公式ウェブサイト 
※2016年 7月 1日（金）11:00～2016年 7月 24日（日）11:00 

■お問い合わせ バンケットセールス部 イベント事務局  
TEL.03-5805-2323（受付時間 11:00～18:00） 
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スーパーダイニング「リラッサ」『パワフルブッフェ ～夏の肉食宣言！～』 
 

『パワフルブッフェ ～夏の肉食宣言！～』では大人気の「ローストビーフ」をはじめ、「ブラジリアンバーベキ

ュー」や「ジャンバラヤ」などお肉料理を中心とした、ボリューム満点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。ディナー限定の「ステーキコンボ」は牛肉とサーモンのステーキ

をカービングサービスにてご提供、焼き立ての味わいをお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 サウンドステージ＆ダイニング「アーティスト カフェ」  夏の新メニュー登場！ 
 

ホテル最上階 43階に位置する「アーティスト カフェ」では、夏の新メ

ニューとしてオマール海老やあわび、はまぐりなどを豪快に焼き上げた

「ラ・フェスタ 魚介の炭火焼き『1㎏盛り』」や、「ニュージーランド

産 骨付き仔羊の『塊焼き』ポルケッタ風」が登場いたします。  

夏の夜空を眺めながら冷たいビールとともにシェフこだわりの逸品をご

堪能ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『パワフルブッフェ ～夏の肉食宣言！～』概要 
■期間 2016年 7月 14日（木）～8 月 31日（水） 

■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）  1,300 円（1,404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） 1,300 円（1,404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 

 
 
 
 

「ローストビーフ」 「ステーキコンボ（ディナー限定）」 「豚肉の角煮『東坡肉』（ディナー限定）」 「ブラジリアンバーベキュー」 

『夏の新メニュー』 提供概要 

■期間   2016年 7月 14日(木)～8月 31 日(水) 
■提供時間 18:00～23:00 (ラストオーダー22:00) 

■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・フェスタ 魚介の炭火焼き『1 ㎏盛り』」 
      5,980 円（6,458円） 
 「ニュージーランド産 骨付き仔羊の『塊焼き』ポルケッタ風」 
         4,500円（4,860円） 
 ※（ ）内は消費税込み・サービス料別 

 ※ディナータイムにコース料理以外でのご利用は、お一人様 500円 

（540円）のテーブルチャージが加算されます。 

■ご予約・お問い合わせ TEL.03-5805-2243 
 

 ≪ディナータイム限定にて生ビールが飲み放題！！≫ 
■期間  2016年 7月 14日（木）～8 月 31日（水） 
■提供時間 18:00～23:00 (ラストオーダー21:00) 
■料金  1,500 円（1,620円） 

※（ ）内は消費税込み・サービス料別 

※お一人様 1品お料理のご注文をいただいた場合のみ対象 

     ※飲み放題 90分 

 

 

 

「ニュージーランド産 骨付き仔羊の 

『塊焼き』ポルケッタ風」 

「ラ・フェスタ 魚介の炭火焼き『1㎏盛り』」 
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夏季限定ＯＰＥＮ！！ ビアガーデン「ポートガーデンテラス」 
 

 太陽の光と爽やかな風を感じながら味わう冷たいビールと、ホテルシェフが手掛ける各種お料理をお

楽しみいただけるビアガーデン「ポートガーデンテラス」が夏季限定で営業中です。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

夏休み宿泊プラン 『夏季限定 ガーデンプールプラン 2016』 

当ホテル 7階のガーデンプールが夏季限定にて営業を開始することに伴い、2016年 7月 2日（土）から 9

月 3日（土）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 2016』を販売しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ポートガーデンテラス」概要 
■期間 2016年 9月 30日（金）まで営業 
■時間 6 月  16:00～22:00(イベント開催時のみ) 

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

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

   12:00～19:00(土・日・祝) 
 ※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。 

※8/1,2は 12:00～21:00、9/30は 16:00～18:00までとなります。 

■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   556円（600 円） 

ソフトドリンク  278円（300 円）～ 
おつまみ   463円（500 円）～ 

☆パーティプラン【120分制】お一人様 3,426 円（3,700 円） 
※飲み放題 90分/お料理 5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）〕 

『夏季限定 ガーデンプールプラン 2016』 概要 
■期間 2016年 7月 2日（土）～9月 3日（土） 

※除外日あり 

■料金 1 泊 1室 2名様利用の場合 お一人様 9,600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 【ご予約承り中】 

宿泊予約 TEL.03-5805-2222 

（平日・土曜 9:00～21:00/日曜・祝日 9:00～18:00） 

「ガーデンプール」 概要 
■期間      2016年 7 月 2 日（土）～9 月 4日（日） ※特定日 8/9（火）～8/14（日） 

10:00～19:00（最終入場 18:00） 
※8月の土曜・日曜、特定日は 10:00～20：30（最終入場 19:30） 

※7/4（月）～7/8（金）、7/11（月）～7/15日（金）、9/1（木）、9/2（金）は営業なし 

  ※営業時間は日によって異なります。 

  ※最終入場は営業終了時間の 1時間前となります。 

■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  3,780円 
  ※時間制限ありのお得な料金設定あり 

※消費税込み、5歳以下無料、12歳以下は保護者の同伴が必要 

※ご利用日に限り再入場可 

■お問い合わせ  TEL.03-5805-2111（代表） 
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宴会プラン  『サマーパーティプラン 2016』 

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を各種ご用意いたしました。 

ビアガールが宴会場内でのビアサービスに登場いたします。（SSコース・S コース対象） 

 

 

 

 

 

 

 

 
     
 
 
 
 
 
 
 

『サマーパーティプラン 2016』 概要                              
■ 期間 2016年 7月 1日（金）～9月 30 日（金） 
■ 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 
 ※料理・飲物・室料・装花・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【ご予約承り中】 
バンケットセールス部 TEL.03-5805-2121 
（受付時間 平日 9:30～18:00/日曜・祝日・年末年始を除く） 

 

 

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 PR アカウント本部 4 局 大須賀／長瀬 

 〒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 

 

＜7.8.9 月の 29 日はニクの日！＞ 

通常よりお肉料理が豊富な特別メニューを

ご用意しております。 


