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報道関係各位 

東京ドームホテル 開業１8周年特別企画 
～日頃の感謝の気持ちを込めて様々な企画をご用意～ 

2018年 4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、2018

年 6月 1日（金）に開業 18周年を迎えます。 

長年ご愛顧いただいている皆様へ日頃の感謝の気持ちを込めて、2018年 6月 1日（金）～7月 24日（火）

の期間、特別なプランをご用意いたします。 

総料理長 鎌田昭男監修の期間限定特別コースをはじめ、各レストランのシェフ渾身の逸品をご提供する

特別フェア、毎年人気のアニバーサリーケーキなどをお楽しみいただけます。また、年齢・名前・誕生日

などに“8”が付くお客様限定のお得な宿泊プランも販売いたします。 

 

3階 スーパーダイニング「リラッサ」 

開業 18周年記念『アニバーサリーＷ
ダブル

フェア』 
 スーパーダイニング「リラッサ」では、統括シェフ野上

秀利と中華シェフ稲飯龍典“2 人”のシェフが、それぞれ

注目した“2か国の料理”をテーマに渾身の逸品をお届け

する『アニバーサリー Ｗ
ダブル

フェア』を開催いたします。 
シェフ野上はフランス料理・イタリア料理、シェフ稲飯

はシンガポール料理・台湾料理を中心に、50種類を超え

るメニューの数々をブッフェスタイルでご提供いたしま

す。 

さらに、ディナーをご利用のお客様（大人・シニア料金

対象）に限り、総料理長 鎌田昭男監修「フォワグラ丼」

（お一人様一皿限定）をブッフェ料金にプラス 18円（※）

でご提供いたします。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※本リリースの画像は全てイメージです。 

※食材の入荷状況によりメニューが変更になる場合がございます。 

 

開業 18周年記念『アニバーサリー W
ダブル

フェア』開催概要 

■ 期間：2018年 6月 1日（金）～7月 24日（火） 
■ 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） 
https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/rilassa-anniversary/ 

■ 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） 1,500円（1,620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  

豚の角煮バーガー 

【ランチ限定】 

 

【メニュー一例】 

 

 

北海道産黒毛和牛と 

ポテトのグランメール 

【ディナー限定】 

 

 

※「フォワグラ丼」の売上は全額、社会福祉法人へ寄付いたします。 

シンガポールチキンライス 

【ディナー限定】 

 

 

総料理長 鎌田昭男監修 フォワグラ丼 

【ディナー限定  ※大人・シニア料金対象 

お一人様一皿】 

 

蟹の鉄板蒸し 

【ディナー限定】 

 

https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/rilassa-anniversary/
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 6階 ダイニング「ドゥ ミル」 

開業 18周年記念『総料理長 鎌田昭男監修 特別ディナーコース』 
 

ダイニング「ドゥ ミル」では総料理長 鎌田昭男監修のもと、和牛や金目鯛、フォワグラ、ぼたん海老

など厳選された豪華食材を使用し、軽やかで深みのあるフランス料理をご用意いたします。 

あたたかなサービスと共に、華やかで気品の高い“記憶

に残る料理”の数々を味わえる贅沢なフルコースです。 
 

【コースメニュー】 

・ぼたん海老と帆立貝 

フェンネルのクレームとクリュスタッセジュレ 

フィヤンティーヌとキャビアを添えて 

・鮎とフォワグラのミルフィーユをカダイフ焼きに 

スイートコーンのリゾットとバルサミコ風味のジュを添えて 

・ガスパチョ シュルプリーズ 

・金目鯛のポワレ 蛤と穴子のフォンをナージュ仕立てに 

・和牛フィレ肉のステーキ マデラソース 

アスパラガスとモリーユ茸のフリカッセ添え 

・メロンのスープとヨーグルトのソルベ フルーツのマリネを添えて  など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

サウンドステージ＆ダイニング「アーティスト カフェ」では、大好評

の「パノラマランチ」のメインディッシュに、18周年を記念した特別な逸

品「北海道産黒毛和種和牛ハンバーグ トリュフソース」を平日限定 1日

18 食でご提供いたします。 

シェフこだわりのお好みで選べるメインディッシュに加えて、前菜・サ

ラダ・ドルチェをブッフェスタイルでお楽しみいただけるランチメニュー

です。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開業 18周年記念『総料理長 鎌田昭男監修 特別ディナーコース』提供概要 
■ 期間：2018年 6月 1日（金）～7月 24日（火） 
■ 時間：平日   18:00～22:00（ラストオーダー21:00） 

土・日・祝日  17:00～22:00（ラストオーダー21:00） 
https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/deuxmil-kamata/ 

■ 料金：お一人様  15,000円（16,200円）   
※（）内は消費税込み・サービス料別 

※乾杯用ワンドリンクサービス付き 

■ ご予約・お問い合わせ：TEL.03-5805-2288 

鎌田昭男プロフィール 

1971 年 渡欧。「ホテル・ド・パリ」等で研鑽を積む。 

1977 年 帰国。六本木「オー・シュヴァル・ブラン」料理長就任。  

日本のフレンチ史上初めて「ポワソン・クリュ」（生魚）をメニューに出す。  

1986 年 ホテル西洋銀座総料理長就任。 

2001 年 東京ドームホテル取締役 総料理長就任。  

2007 年 フランス共和国農事功労章シュヴァリエ受章。  

2012 年 調理師関係功労者 厚生労働大臣表彰受賞。  

2013 年 卓越した技能者（現代の名工）受賞。 

「パノラマランチ」開催概要    ※開業 18周年記念メニューは平日のみご提供 
■ 期間：2018年 6月 1日（金）～7月 24日（火） 
■ 時間：平日   11:30～14:30（ラストイン 14:00） 
  土・日・祝日【90分制】 11:00～15:00（ラストイン 14:30） 

https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/artistcafe-panoramalunch/ 
■ 料金：お一人様   3,000円（3,240円） 

※（）内は消費税込み・サービス料込み 

※コーヒー・紅茶付き 

■ ご予約・お問い合わせ：TEL.03-5805-2243  

43階 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」に『開業 18周年記念メニュー』が 18食限定で登場 
 

https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/deuxmil-kamata/
https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/artistcafe-panoramalunch/
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1階 ロビーラウンジ「ガーデンテラス」 

開業 18周年記念『18 Fruits（ディズユイット・フリュイ）』 
フランスの権威ある「コンクール・シャルルプルース

ト」で金メダルを受賞したシェフ ド パティシエ 伊藤路

春が手掛けるフルーツショートケーキ『18 Fruits（ディ

ズユイット・フリュイ）』。色鮮やかな 18種類のフルーツ

を使用し、ピースケーキサイズでたくさんの味わいが楽

しめます。 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

開業 18周年記念 宿泊プラン 

 『8にまつわるお得なプラン～特典付き～』 
 

開業 18周年を記念して、年齢・身長・体重・名前・

誕生日・住所・電話番号に“8”がつくお客様を対象と

した期間限定・室数限定の宿泊プランを販売いたしま

す。 

通常価格より最大約 60％割引のお得なプランです。 

東京ドームや都心の風景を眺めながら、寛ぎのひと

時をお過ごしいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 PRアカウント本部 3部 大須賀／佐藤／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 https://www.tokyodome-hotels.co.jp  
 報道関係資料 https://www.tokyodome-hotels.co.jp/company/press 

 

 

開業 18周年記念 宿泊プラン『8にまつわるお得なプラン～特典付き～』販売概要 
■ 期間：2018年 6月 1日（金）～9月 30日（日）【1日 50室限定】 

※2018年 5 月 1日（火）10:00より予約受付開始 
■ 料金：14,000円～（サービス料・諸税込み）【1泊 1室 2名様料金】 
■ ご予約：東京ドームホテル 公式ウェブサイト  

※インターネット予約限定 

    https://www.tokyodome-hotels.co.jp/stay 
■ お問い合わせ：東京ドームホテル 宿泊予約   

TEL.03-5805-2222（平日・土曜 9:00～21:00/日曜・祝日 9:00～18:00）             
 

開業 18周年記念『18 Fruits（ディズユイット・フリュイ）』提供概要 
■ 期間：2018年 6月 1 日（金）～6月 30日（土） 
■ 時間：9:00～20:00（ラストオーダー19:30） 

https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/gardenterrace-anniversary/ 
■ 料金：927円（1,001円） ※（）内は消費税込み・サービス料別 
■ サイズ:縦 7㎝×横 9㎝×高さ 6㎝ 
■ お問い合わせ：TEL.03-5805-2201  

【18種類のフルーツ】 

さくらんぼ・いちご・メロン・赤肉メロン・マンゴー・

洋梨・白桃・黄桃・アプリコット・葡萄・アマレナ・

キウイ・オレンジ・バナナ・ラズベリー・パパイヤ・ 

ブルーベリー・パイナップル 

https://www.tokyodome-hotels.co.jp/restaurants/fair/gardenterrace-anniversary/

