
ウエディング担当 （03）3539-8558（10：00～19：00）

ウエディングフェアご試食会ご招待
5月15日（日）　6月12日（日）   開宴12：30（予定） 
10組20名様限定
2017年12月までにご結婚を予定されている会員のみなさま
を、ご試食会にご招待いたします。ご結婚を予定されている
ご家族やご親族の方にもご利用いただけます。この機会に
ぜひ、帝国ホテルのウエディングメニューをお試しください。 
※インペリアルクラブ グレース会員ご本人は適用外です。  

婚礼ご紹介特典
ご結婚予定のご親族やご友人の方をぜひご紹介ください。
ご紹介いただいた会員のみなさまにはホテルチェックを
プレゼントしております。ご新郎ご新婦にもご優待がござい
ます。詳細は「インペリアルご優待券」をご覧ください。 

インペリアルクラブ・
インペリアルクラブ グレース会員限定

［東京］ウエディングフェア　入場無料

 5月15日（日）　6月12日（日）　11：00～18：00    

インペリアル ウエディングの世界をご体験ください。

ご相談、ご試食会（要予約・有料）、挙式見学、ドレス展示など、
おふたりのウエディングのイメージづくりをお手伝いさせていただきます。

◎詳しくは、お電話または帝国ホテル ホームページにてご確認ください。
◎平日、またはフェア以外の土・日・祝日もご相談を承っております。
◎帝国ホテル大阪でのウエディングをお考えの方は、本誌19頁を
ご覧ください。

2016年
5-6月



帝国ホテルは「ハレクラニ」、「ワイキキパークホテル」と提携し、　本年で7周年を迎えます。ひと足早い南国気分をお楽しみください。

優雅さと気品を兼ね備えた、
“フラの女神”カノエ・ミラーによる
華やかなステージをお届けします。　

7月31日（日）

昼の部　お食事 12：00より　ショー 13：30より
夜の部　お食事 17：30より　ショー 19：00より
25,000円　　　　　　23,000円
会場　本館3階 富士の間
※お料理・お飲物付。サービス料・消費税込。

恒例となった夏のイベントを今年も開催いたします。
帝国ホテルのお料理をお召し上がりいただいた後は、
ハワイアンミュージックの生演奏とともに、しなやかで美しい、
カノエ・ミラーの華麗なフラの世界をご堪能ください。

出演　カノエ・ミラー　他
協力　ハレクラニ・コーポレーション

予約受付開始　5月11日（水）　10：00より

ハレクラニタイアップ企画 カノエ・ミラーが贈る フラの世界 2016

［特集］帝国ホテルで楽しむハワイ

イベント
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応募期間　5月9日（月）～6月30日（木）

帝国ホテルとハレクラニの提携7周年を記念して、
右記のクイズに正解した方のなかから抽選で1組
2名様に、ハレクラニのご宿泊とハワイ行きのJAL
航空券が当たるキャンペーンを実施します。

○にあてはまる言葉を埋めてください
クイズ①　帝国ホテルと提携しているハワイのホテルは
　　　　  「○○○○○」
クイズ②　RESORTFUL! JAL HAWAII
　　　　  「○○○○プログラム」

◎応募方法など、詳しくは帝国ホテル ホームページをご覧ください。　http：//www.imperialhotel.co.jp

ホテル事業統括部営業企画課（03）3539-8240（10：00～17：00 ※土・日・祝日を除く）

クイズに答えてハワイへ行こう！ ～JALで行く ハレクラニ3泊のハワイ旅行～ 

宴会イベント係 （03）3504-1255　（10：00～17：00 ※土・日・祝日を除く）

インペリアルクラブ

写真上段／ハレクラニ「ハウス ウィズアウト ア キー」で踊るカノエ・ミラー
　　下段／昨年の様子

ハワイの名門ホテル「ハレクラニ」と、帝国ホテルオリジナルの
“ハワイアンメニュー”を取り揃えました。

パークサイドダイナー 

5月9日（月）～6月30日（木）　11：00～23：00（ラストオーダー）

ハワイ・ハレクラニ フェア　レストラン

パークサイドダイナー （03）3539-8046　本館1階
※消費税込、サービス料別。※食材によるアレルギーや食事制限・制約のあるお客さまは、係へお申し付けください。※食材の都合により、メニュー内容等が変更となる場合がございます。

・“ロコモコ”ハレクラニスタイル 揚げ卵 きのこライス添え
・アンディーヴとりんごのサラダ 蜂蜜とサワークリームのドレッシング
・真鯛のスチーム ういきょうのローストとオリーブのタプナード、トマトのチャツネ
・牛フィレステーキ ビーツとバルサミコソース グリーンピースピュレ添え
※上記メニューは、ハレクラニのレシピをもとにしたものです。
　その他、サンドイッチやカレーもご用意しております。

2,900円
1,600円
3,000円
3,700円

◎ハワイ・ハレクラニフェア期間中、コナコーヒーをご用意いたします

豊かな芳香に、心地よい酸味とすっきりとした後味が特徴の、高品
質で希少価値の高い100％コナコーヒーを、パークサイドダイナーと
ランデブーラウンジにてお楽しみいただけます。
※ホテルショップ ガルガンチュワでも販売しております。
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オリジナルのスイーツセットをはじめ、ハワイをイメージしたアフタ　ヌーンティーや、カクテルなど、心ゆくまでお楽しみください。 

ハワイ・ハレクラニ フェアラウンジ・
バー

ハワイ・ハレクラニ フェア
ラウンジ

3
※消費税込、サービス料別。※食材によるアレルギーや食事制限・制約のあるお客さまは、　係へお申し付けください。※食材の都合により、メニュー内容等が変更となる場合がございます。

オールドインペリアルバー （03）3539-8088　
本館中2階

スイーツセット 2,270円　11：00～22：30（ラストオーダー）
※スイーツプレートと、コーヒー、紅茶またはハーブティー付。

「ハレクラニ ココナッツケーキ」と、パイナップルとマンゴー、
ココナッツムースを組み合わせた「ハウピア」、
リリコイ（パッションフルーツ）ソースでソテーした
パイナップルとマンゴーが入った「カイナル」の3種を
一度に楽しめるスイーツセットです。

ドリンク 1,630円より　11：00～25：00（ラストオーダー）
南国のフルーツを使用し、ハワイの風感じる爽やかな
カクテルやドリンクを、種類豊富に取り揃えております。

インペリアルラウンジ アクア （03）3539-8186　　　　　　   　（03）3539-8231　本館17階

ランデブーラウンジ・バー （03）3539-8045　本館1階

インペリアルクラブ

インペリアルラウンジ アクア  ハレクラニ フラナイト　要予約
5月31日（火）、6月1日（水）　18：30～21：30（21：00ラストオーダー）
演奏　①19：00より ②20：30より（各回40分）　　出演　カノエ・ミラー
10,000円　　　　　   9,000円※お料理（ブフェスタイル）・フリードリンク付。サービス料・消費税込。

「ハレクラニ」のオーシャンフロントダイニング「ハウス ウィズアウト ア キー」で繰り広げられる
ナイトライブが、2日限りで帝国ホテルにやってきます。“フラの女神”カノエ・ミラーの優雅なフラと
ハワイアンミュージックで、本場ハワイのエンターテインメントをご体感ください。

ランデブーラウンジ・バー  
ハワイ・ハレクラニ スイーツ ＆ ドリンク
5月9日（月）～6月30日（木）

オールドインペリアルバー  
帝国ホテル オリジナル 
“ハワイアン”カクテル
11：30～24：00（ラストオーダー）

【OKIKA～グアバモヒート～】（右）　2,160円
5月1日（日）～31日（火）
ガーデンをイメージしたミントとグアバの饗宴を、
モヒートスタイルでお楽しみください。
創作者 曽川 信明

【Hula Cocktail】（左）　2,160円
6月1日（水）～30日（木）
ホワイトラムをベースに、バナナと柑橘系のリキュール
で南国をイメージした爽やかなカクテルです。
創作者 水摩 真吾

インペリアルクラブ

［特集］帝国ホテルで楽しむハワイ

インペリアルラウンジ アクア  
アフタヌーンティー ～ハワイ～
5月9日（月）～6月30日（木）

11：30～18：00（ラストオーダー）
4,320円

「ハワイ・ハレクラニフェア」にちなみ、
パイナップルやマンゴー、パッションフルーツを使用
したスコーンやスイーツなどを取り揃えた、この時期
限定のアフタヌーンティーをお楽しみいただけます。

◎アフタヌーンティーの他にも、ハレクラニにて提供
　しているカクテルや、ハワイをイメージしたオリジナル
　カクテルをご提供いたします（1,680円より）。
◎アクアにてご提供する「ハワイ・ハレクラニフェア」
　のカクテルは、夜のひとときをお寛ぎいただける
　「ミッドナイトハイティー」（2名様 7,800円）の
　ドリンクとしてもお選びいただけます。

フラ　カクテル

オキカ

イメージ

イメージ
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ワイキキパークホテル　宿泊プラン
【サンライズ パッケージ】　

2017年3月31日（金）まで ※一部ご利用いただけない期間がございます。
［1室（29㎡） 1～2名様ご利用 1室料金］
248ドルより　　　　　　 228ドルより
※1泊朝食付。ハワイ州税（4.712%）およびホテル利用税（9.25%）別。 
高層階のお部屋からは、ホノルル市街と美しい山々が一望でき、海に面したお部屋は
ワイキキの海をお楽しみいただけます。
■駐車場無料。
■　　　　　　12：00からのアーリー・チェックインを承ります。

ハレクラニ　宿泊プラン
【サンライズ パッケージ】　

12月22日（木）まで ※一部ご利用いただけない期間がございます。
［1室（48㎡）1～2名様ご利用　1室料金］
540ドルより　　　　　　 515ドルより
※1泊朝食付。ハワイ州税（4.712％）、およびホテル利用税（9.25％）別。

ダイヤモンドヘッドを望むお部屋や、ワイキキの海をご覧いただけるお部屋などを
ご用意しております。

◎他にもさまざまな部屋タイプや宿泊プランをご用意しておりますので、詳しくはお問い合わせください。

インペリアルクラブ

インペリアルクラブ

インペリアルクラブ

ハワイの名門ホテル
へのご案内

世界中のリピーターが愛してやまない、
ワイキキの上質ホテルを、ぜひご利用ください。

思いおもいのハワイの楽しみ方を、見つけてみませんか。［特集］帝国ホテルで楽しむハワイ
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ガルガンチュワから“ハワイアンテイスト”を、ご家庭へお届けいたします。

5月9日（月）～6月30日（木）

《惣  菜》 　　　　　   

《ケーキ》

《パ  ン》 　　　　　   

ハワイ・ハレクラニ フェア  ホテル
ショップ

ハワイでの
ご宿泊

ガルガンチュワ （03）3539-8086（8：00～20：00）本館1階 ※価格はいずれも消費税込。※★印のメニューは、ハレクラニのレシピをもとにしたものです。※写真はイメージです。

2,916円

2,700円

756円
972円

756円

691円
1,728円
648円

★サーフ＆ターフ（奥）
　海と大地の恵みを一皿でご堪能いただける、毎年ご好評の一品です。
★フリフリチキン アボカドとパイナップルのサルサ ワイルドライス添え（手前）
　香ばしく焼き上げたチキンを、爽やかなサルサソースとともにお召し上がりください。
★ハレクラニ ココナッツケーキ（手前右）
　ハウピア（奥）
　カイナル（手前左）　リリコイ（パッションフルーツ）ソースでソテーした
　　　　　　　　　　　パイナップルとマンゴーが入ったレアチーズケーキです。
　※本館1階 ランデブーラウンジにて、スイーツプレートとしてもお召し上がりいただけます。本誌3頁をご覧ください。

　パイナップルとココナッツのスコーン（4個入り／中央）　
　マンゴーとパイナップルのブリオッシュ（手前）　
　マカダミアナッツのプチパン（5個入り／奥）　

帝国ホテル ハレクラニ・リゾーツ予約センター 0120-489823　または　（03）3539-1181（月～金 9：00～18：00　土・日・祝日 10：00～16：00）

1日3室限定　特別料金のご案内
宿泊対象期間 2017年3月31日（金）まで
※2016年12月28日（水）～2017年1月2日（月・休）を除く。

  

左記期間中、オーシャンビュープライム（海側11階～18階 正規料金397ドル）のお部屋を特別料金
259ドルにてご案内いたします。1年を通し暖かなハワイでのんびりとした時間を過ごしてみませんか。
※1泊室料のみ。ハワイ州税（4.712％）およびホテル利用税（9.25％）別。※3泊以上からご利用いただけます。

写真：
上段左

写真：
上段右

写真：右
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※消費税込、サービス料別。※食材によるアレルギーや食事制限・制約のあるお客さまは、　係へお申し付けください。※食材の都合により、メニュー内容等が変更となる場合がございます。

フランス料理 レ セゾン 

ティエリー・ヴォワザンが贈る、
珠玉の料理   
四季折々の味を、洗練された心地よい空間でご堪能ください。

ランチ　　11：30～14：30（ラストオーダー）
   　　      コース： 7,000円、9,000円、14,500円（3皿：前菜、魚料理 または 肉料理、デザート）
   　　      　　　  8,800円、11,000円、14,000円（4皿：前菜、魚料理、肉料理、デザート）
ディナー　17：30～22：00（ラストオーダー）　
　　　      17,500円、21,600円、31,000円
   　　      ※コース料理には、アミューズ、小菓子、コーヒーが含まれます。

季節ごとに食材を厳選し、伝統を踏まえたシェフの感性豊かな料理を
最高のおもてなしとともにお楽しみください。

鉄板焼 嘉門 

「嘉門ランチ」のご案内  
お好きなメインディッシュをお選びいただける、
鉄板焼のランチをお楽しみください。

ランチ　11：30～14：30（ラストオーダー）
5,800円～13,500円 ※お選びいただくメインディッシュにより料金が異なります。

レ セゾン（03）3539-8087　本館中2階 ※男性のお客さまはジャケットの着用をお願いしております。※お子様は10歳よりご利用いただけます。 嘉門 （03）3539-8116　本館17階

「和田倉門」  
嘉門の代表的メニューのひとつです。
魚介や特撰和牛など、上質な内容にてご用意いたします。

ディナー　17：30～21：30（ラストオーダー）
28,000円、36,000円 ※お選びいただくメインディッシュにより料金が異なります。

個室プラン「お祝いプラン」　要予約   
大切なご家族やご友人のお祝いに、
個室でゆったりとした時間をお楽しみください。

ランチ　　11：30～14：30（ラストオーダー）
　　　      6名様 　　  95,000円（お1人様追加 13,000円）　
　　　      　　　　　  90,000円（お1人様追加 11,500円）
ディナー　17：30～22：00（ラストオーダー）　
　　　      6名様 　　160,000円（お1人様追加 24,000円）　
　　　      　　　　　150,000円（お1人様追加 21,500円）
※ご予約はお電話にて承ります。
※他の優待との併用はできません。
※特別催事期間は除外とさせていただきます。

お誕生日やご結婚記念日、長寿のお祝いなど、
さまざまなシーンに合わせてご利用ください。
お祝いの席を彩るにふさわしいメニューとともに、
親しい方 と々大切な記念日を、ゆっくりとお過ごしください。

■プランには食前酒、コース料理、個室料が含まれます。
■プレゼント用の花束とスナップ写真（1ポーズ）をお付けしております。

インペリアルクラブ

インペリアルクラブ

本日のスープ／ビーフサラダ嘉門風

～お好みのメインディッシュをお選びください～

ご飯 味噌椀 香の物／デザート コーヒー 

・本日の魚料理
・US リブロースステーキ（140g）
・US フィレステーキ（100g）
・ロブスター
・和牛ロースステーキ（140g）
・和牛フィレステーキ（100g）

5,800円
5,800円
6,800円
7,500円
9,800円
13,500円

和牛の冷製オードブル／フォワグラのソテー／活伊勢海老

国産活鮑／サラダ／焼野菜

～お好みのメインディッシュをお選びください～

ご飯 味噌椀 香の物／デザート コーヒー 

・特撰和牛サーロインステーキ（120g）

・特撰和牛フィレステーキ（80g）

・神戸牛サーロインステーキ（120g）

28,000円
28,000円
36,000円

レストラン（東京）
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ランデブーラウンジ・バー （03）3539-8045 本館1階

初夏をイメージし、素材を
生かしながら、さまざまな新しい
「和」を表現いたしました。

6月1日（水）～8月31日（水）　
16：00～22：30（ラストオーダー）
3,500円
※緑茶、コーヒー、または紅茶付。

ランデブーラウンジ・バー  
イブニングティー
「清流」  

トラディショナルダイニング ラ ブラスリー

潮風薫る海の幸メニュー
シェフ 八坂 繁之が、
“地中海”をイメージし、魚介類を中心とした
創作フルコースメニューをご用意いたします。

5月9日（月）～6月30日（木）
ランチ　　11：30～14：30（ラストオーダー）　
ディナー　17：30～21：30（ラストオーダー）　
13,000円 

インペリアルバイキング サール

季節の新メニュー
初夏の時季の食材を使った、彩り豊かなメニューを取り揃えました。

5月9日（月）～6月30日（木）
ランチ　　11：30～14：30（ラストオーダー）　
　　　　　平日 　　  5,500円（3,300円）　
　　　　  土・日・祝日 6,000円（3,600円）
ディナー　17：30～21：30（ラストオーダー）
　　　　  ※土・日・祝日は17：00より。　
　　　　　平日 　　  8,200円（5,000円）　
　　　　  土・日・祝日 8,700円（5,300円）

会員限定優待プラン
カルテットプラン　
大人4名利用につきお食事1名無料

5月9日（月）～31日（火）の平日　
ディナー　17：30～21：30（ラストオーダー）　
　　　　　8,200円（5,000円）　
※他の優待との併用はできません。
※1組につき20名様までのご利用とさせていただきます。

ディナー優待プラン　
会員の方だけの特別料金にてご提供

6月1日（水）～30日（木）の平日　
ディナー　17：30～21：30（ラストオーダー）　
　　　　　7,000円（4,200円）　
※通常料金 8,200円（5,000円）。
※他の優待との併用はできません。
※1組につき20名様までのご利用とさせていただきます。

会員限定特別メニュー
インペリアルクラブ、インペリアルクラブ グレース会員のみなさまへ、特別優待メニューをご提供いたします。

6月30日（木）まで　要予約 ディナーのみ平日限定
ランチ　　11：30～14：30（ラストオーダー）    4,000円（通常料金 6,380円）
ディナー　17：30～21：30（ラストオーダー）    6,000円（通常料金 8,316円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,400円（2時間フリードリンク付／通常料金 11,946円）
※サービス料・消費税込。※他の優待との併用はできません。
※特別な催事期間中など、優待が適用されない場合がございますので、ご了承ください。　

ランチ、ディナーそれぞれに、特別なコース料理を
会員限定でご用意いたしました。ディナーは、ビール
やワインなど2時間のフリードリンクが付いたご優待
もございます。メニューなど詳細は、お問い合わせ
ください。

インペリアルバイキング サール（03）3539-8187　　　　　　　（03）3539-8230　本館17階 ※（　）内はお子様（4～12歳）料金。

ラ ブラスリー（03）3539-8073　帝国ホテルタワー地下1階

鮪のタルタル仕立て生姜風味を食前に

アオリイカのカルパッチョ仕立て
ルバーブのクーリと胡瓜を添えて

さまざまな貝のクリームスープとういきょうのロワイヤル

穴子のポワレ
トマトのマルムラード仕立てとアーモンドを添えて

オマール海老のリソレ シヴェ風ソース

エキゾチックフルーツのミネストロンと
白胡椒風味のアイスクリーム

コーヒー

メニュー例

蛍烏賊とポロネギのマスタードソース／スモークチキンと空豆のトマトドレッシング

アスパラガスの冷製スープ／蛸の燻製と海藻の柚子風味のソース 分葱添え

小海老とピーマンのココナッツカレー風味 リゾーニ添え／鶏肉と筍の五穀米ピラフ　他 約40種

あらごし梅酒

野菜スティック わさびマヨネーズのディップ添え

ずわい蟹のミニコロッケサンドイッチ

安曇野天然水ゼリー

抹茶のエクレア

◎6月13日（月）～19日（日）の期間中、バラエティに富んだ味わいのフィリピン料理が楽しめる「フィリピンフードフェア」を開催いたします。ぜひお越しください。

イメージ

レストラン（東京）

インペリアルクラブ

※消費税込、サービス料別。※食材によるアレルギーや食事制限・制約のあるお客さまは、　係へお申し付けください。※食材の都合により、メニュー内容等が変更となる場合がございます。
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インペリアルバイキング サール

ゴールデンウィークランチ
4月29日（金・祝）～5月8日（日）
ランチ　11：30～14：30（ラストオーダー）　
　　　　6,500円（3,900円）※（　）内はお子様（4～12歳）料金。

この期間中、通常は
ディナーでご提供して
いる好評メニューの
ひとつ「ローストビーフ」
を、ランチタイムにお召
し上がりいただけます。
その他の料理やデザート
もバラエティ豊かに
ご用意いたします。

レストラン（東京）

フランス料理 レ セゾン

母の日 ～日頃の感謝を込めて～
4月21日（木）～5月8日（日）
ランチ　　11：30～14：30（ラストオーダー）　  
　 コース：7,000円、9,000円、14,500円（3皿：前菜、魚料理 または 肉料理、デザート）
　　　  8,800円、11,000円、14,000円（4皿：前菜、魚料理、肉料理、デザート）
ディナー　17：30～22：00（ラストオーダー）　
　17,500円、21,600円、31,000円　
※男性のお客さまはジャケットの着用をお願いしております。
※お子様は10歳よりご利用いただけます。
※コース料理には、アミューズ、小菓子、コーヒーが含まれます。

レ セゾンがお届けする特別な空間で、お母様や奥様へ日頃伝えられない
感謝の想いとともに、素敵な時間をお過ごしください。事前にご予約いた
だいたお客さまには、カーネーションと記念写真をプレゼントいたします。

中国料理 北京

厳選した素材を活かし、
見た目にも美しい料理の数々をお楽しみください
11：30～21：30（ラストオーダー）　  
ランチ 3,780円より　ディナー 10,800円より　

色香味倶全（スー シャン ウェイ チュウ チェン＝眺めて美しく、芳香に満ち、味は天下一品）と
たたえられる北京料理。選びぬいた素材を活かした、名菜の数 を々ゆっくりとお楽しみください。

トラディショナルダイニング ラ ブラスリー

母の日ランチ・ディナー
4月21日（木）～5月8日（日）
ランチ　　11：30～14：30（ラストオーダー）　  7,800円
ディナー　17：30～21：30（ラストオーダー）　12,500円　
※ランチ、ディナーのメニュー内容は異なります。

お母様や奥様へ感謝の気持ちを込めて、二世代、三世代のご家族
みなさまでお楽しみいただけるメニューをご用意いたしました。
季節の素材を使ったディナーメニューは、メインディッシュに
「ほろほろ鳥のローストとフォワグラの取り合わせ」をご用意しております。
事前にご予約いただいたお客さまには、カーネーションと記念写真を
プレゼントいたします。
※ディナーのメインディッシュは「ローストビーフ 温野菜添え」へのご変更も承ります。

パークサイドダイナー

ゴールデンウィークランチ
4月29日（金・祝）～5月8日（日）  11：00～16：00（ラストオーダー）　
4,500円
前菜とスープ、魚料理または肉料理をお選び
いただけるメインディッシュを揃えた、コース
仕立ての期間限定ランチメニューです。

インペリアルバイキング サール（03）3539-8187　
　　　　　（03）3539-8230　本館17階レ セゾン（03）3539-8087　本館中2階 ラ ブラスリー （03）3539-8073　帝国ホテルタワー地下1階

日頃の感謝を伝える、
お母様や奥様との特別なひとときをお過ごしください。

ご家族みなさまが集まる休日に、少し贅沢なランチをお楽しみください。

江戸前鮨 なか田

先代からの変わらぬ仕事と味を受け継ぐ、
江戸前の寿司をお楽しみください
11：30～21：30（ラストオーダー）　  
ランチセット　   3,300円より　　　ランチコース　　12,000円より
ディナーセット　4,300円より　　　ディナーコース　12,000円より　

厳選した新鮮な食材に、江戸前ならではのひと手間加えた、さらなる美味しさをお楽しみいただけます。

なか田 （03）3503-6026　本館地下1階

パークサイドダイナー （03）3539-8046　本館1階

イメージ

イメージ

スモークサーモンにラタトゥイユと温泉卵を添えて

本日のスープ

真鯛のワイン蒸し アンディーヴブレゼ添え
オレンジ風味のワインソース

または
薄切り牛肉と野菜のカネロニ仕立て

コーヒー

インペリアルクラブ

北京 （03）3503-8251　帝国ホテルタワー地下1階

※消費税込、サービス料別。※食材によるアレルギーや食事制限・制約のあるお客さまは、　係へお申し付けください。※食材の都合により、メニュー内容等が変更となる場合がございます。

イメージ
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ご宿泊（東京）

客室予約課（03）3504-1251（月～金 9：00～21：00　土 9：00～20：00　日・祝日 9：00～　18：00） 　　　　　　 0120-115489  ※いずれもサービス料・消費税込、宿泊税別。※写真は一例です。インペリアルクラブ

Grand Chef SNOOPY™ 二世代、三世代のご家族におすすめ
タワー館「スイート」と「スタンダード ツイン」の2部屋で“コネクティングルーム” 
タワー館スイートと隣接するスタンダード ツインの2部屋をご利用いただくことで、
隣合った2つのお部屋の中扉で行き来できるお部屋（コネクティングルーム）としてご利用いただけます。

グランド シェフ スヌーピー

9月30日（金）まで ※1日にご用意できるお部屋数に限りがございます。 

1名様
2名様
3名様

77,500円
87,000円
105,000円

客室タイプ（1室料金）

【本館】デラックス ツイン（42㎡）

※1泊朝食付。※客室備品はお持ち帰りいただけません。

■プラン限定の“BENTO（弁当）スタイル”の洋朝食を、
　お部屋にお届けいたします。（提供時間 6：00～11：30）               
■帝国ホテル東京 オリジナル 料理長スヌーピーグッズをプレゼントいたします。
　（1回のご滞在につき、お1人様1つ／非売品）※ご宿泊されるお日にちによってプレゼントが異なります。
　

※1泊室料。
※タワー館スイートを3名様でご利用の際は、リビングスペースにエキストラベッド（1台）を
　ご用意いたします。

※上記料金は一例です。追加料金で朝食付プランへのご変更も承ります。
　また、他の客室タイプの料金など、詳しくはお問い合わせください。

1名様
2名様
3名様
1名様
2名様

135,000円
135,000円
147,000円
44,000円
48,000円

客室タイプ（1室料金）　1日30室限定（スイートは1日2室限定）

【タワー館】スタンダード ツイン（31㎡）

【タワー館】スイート（72㎡／禁煙・銀座側）

© 2016 Peanuts Worldwide LLC
www.SNOOPY.co.jp

華やかな演出で
記念日を祝う
「アニバーサリーステイ」

2名様
3名様

150,000円
171,000円

客室タイプ（1室料金）　1日2室限定
【タワー館】スイート
（72㎡／禁煙・銀座側）

■帝国ホテル オリジナルギフトをプレゼント
　いたします。（1回のご滞在につき、1室1つ）              
■いちごのホールケーキ（直径12cm）と花束を
　お部屋にお届けいたします。
■ご朝食は、4つのレストランまたはルームサービス
　（洋朝食）よりお選びいただけます。

※1泊朝食付。
※タワー館スイートを3名様でご利用の際は、リビングスペースに
　エキストラベッド（1台）をご用意いたします。

宿泊プラン「フリープラン」
9月30日（金）まで 

【タワー館】スタンダード

【タワー館】スイート ベッドルーム【タワー館】スイート リビング

9月30日（金）まで 

サイズ：高さ19cm×幅24cm×マチ13cm サイズ：17cm×10cm×4cm

［7月31日（日）まで］
料理長スヌーピー ランチバッグ

［8月1日（月）～9月30日（金）］
料理長スヌーピー お弁当箱mini
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帝国ホテルアーケード（03）3504-1111（代表）
（月～土 10：00～19：00　日・祝日 10：00～17：00）

http://www.imperial-arcade.co.jp  
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帝国ホテルアーケード・帝国ホテルプラザ（東京）

帝国ホテルプラザ東京（03）3539-8237（11：00～19：00）http://www.imperialhotel-plaza.jp 

インペリアルクラブ◎　　　　　 会員の方には、帝国ホテルアーケード・帝国ホテルプラザでのお買物を5％割引いたします。※一部除外店舗あり

●フェアプレゼント
期間中、各店舗でお買い上げ2万円ごとにプレゼントカードを
1枚進呈いたします。
カードの枚数にあわせて、旬のフルーツや帝国ホテルの
スイーツ、お食事券などをプレゼントいたします。
会場　帝国ホテルプラザ 2階特設会場
※一部除外店舗、除外商品がございます。

帝国ホテルプラザ 東京　
ゴールデンウィークフェア 2016
「母の日」にちなみ、カーネーションで彩られた帝国ホテルプラザで、お買い物をお楽しみください。

4月29日（金・祝）～5月8日（日）  11：00～19：00

“親子の絆が強い”といわれるクマ。
愛らしいピンクのカーネーションでできた高さ約3ｍのテディベアの親子が、ロビーでみなさまをお迎えします。
これからの季節に活躍するアイテムを、お買い得価格でお求めいただけるセールも、お楽しみください。

●スペシャルセール
婦人服、子供服、雑貨、ジュエリー、家庭用品など、多数取り揃えております。
※一部除外店舗、除外商品がございます。

《惣菜》
  豆乳ソースの野菜グラタン 
  トマトとポテトのミルフィーユ仕立て（右）　1,728円
  バターや牛乳などの動物性食材を使わず、
  カロリーと脂質を抑えたグラタンです。
  さらりとした豆乳のホワイトソースとトマトの酸味、
  野菜の優しい味わいをお楽しみください。

《ケーキ》
  杏のタルト（左）　864円
  きな粉を加えたタルト生地に、国産杏をのせた
  ケーキです。きな粉の風味が、甘酸っぱい杏の
  おいしさをより引き立てます。

ガルガンチュワ （03）3539-8086（8：00～20：00）本館1階 ※価格はいずれも消費税込。※写真はイメージです。

イメージ

抽選会の様子

ホテルショップ（東京）

帝国ホテルアーケード　
ゴールデンウィーク抽選会 2016
毎年恒例のゴールデンウィーク抽選会。豪華景品が当たるチャンスです。

4月29日（金・祝）～5月5日（木・祝）  10：00～19：00　
会場　帝国ホテルアーケード 特設会場 
※一部除外店舗、除外商品がございます。
※一部営業時間の異なる店舗がございます。　

期間中、お買い上げ1万円ごとに1枚（最大50枚まで）抽選券を進呈いたします。
帝国ホテルのスイートルーム宿泊券やお食事券などの賞品が当たります。

“ガルガンチュワの新テイスト” 
5月9日（月）～6月30日（木）

家族で集う、家族で祝う ガルガンチュワのおすすめギフト

母の日に 
5月1日（日）～8日（日）
スイーツに添えて贈るカーネーションをご用意いたしました。
 カーネーション（生花）　　　　　　 756円（１輪）
 　　　　　　（プリザーブドフラワー）　2,700円
※数量限定につき、ご予約をおすすめいたします。

父の日に
 ボンボン ショコラ「フォルス」（4種8個入り）　2,700円
 帝国ホテル オリジナル 
 江戸切子オールドファッションドグラス
　　　　　　　　　　　　　　　　（赤／写真）22,680円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（黒）21,600円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（青）20,520円
※上記の他、国産ウイスキーも数量限定にてご用意しております。
　詳しくはお問い合わせください。

こどもの日に
 料理長スヌーピー 
 クッキー詰合せ（左）　    1,404円
  　チョコレートチップクッキー（4枚）
  　ココアクッキー（4枚）

 料理長スヌーピー　
 ブラウニー（2本入り／右）   1,080円

※数量限定につき、
　ご予約をおすすめ
　いたします。
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ホテル事業統括部営業企画課（03）3539-8240（10：00～17：00 ※土・日・祝日を除く）

第7回 東西おどり ～祇園・京の雅　新橋・江戸の粋～
8月27日（土）  昼の部　ショー 13：15より　お食事 14：30より
　　　　　　　 夜の部　ショー 18：00より　お食事 19：15より
34,000円　　　　　　32,000円 ※お料理・お飲物付。サービス料・消費税込。
会場　本館2階 孔雀の間　　
協力　祇園甲部「一力亭」、東京𠮷兆
絢爛豪華な東西の美の競演。粋で、雅な“遊び”はいかがですか。
夏の恒例企画「東西おどり」をお贈りいたします。舞台のあとには、その
余韻に浸りながら、和洋折衷の特別コース料理をお召し上がりください。

予約受付開始　6月1日（水）　10：00より

17

ご宴会（東京）

宴会イベント係（03）3504-1255（10：00～17：00 ※土・日・祝日を除く）

ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン タイアップ企画 
ロビーコンサート
注目のアーティストによる、
無料のクラシックコンサートを
お贈りいたします。

5月5日（木・祝）　鑑賞無料  
①16：00より　②17：30より
（各30分間）

会場　本館1階正面ロビー
出演　酒井 茜（ピアノ）

サマーファミリーイベント 演劇「赤毛のアン」
8月26日（金）  
お食事 13：00より　ショー 14：30より
大人 23,000円　　　　　　20,000円
お子様（小学生） 15,000円
※未就学のお子様に関してはご相談ください。
※お料理・ワンドリンク付。サービス料・消費税込。

会場　本館3階 富士の間
出演　劇団エンゼル　　

ホテルディナーショー50周年記念
1966年、帝国ホテルは食事とショーが楽しめる催しを、日本のホテルで初めて開催いたしました。その幕開けから本年で50周年を迎えます。

上記会場で帝国ホテルの味が楽しめます
10：00～22：00 ※最終日の展示ホールは20：00まで。※開催期間は上記と同様。
会場　東京国際フォーラム 地上広場、展示ホール 
※展示ホールの入場には公演チケット（半券）のご提示が必要となります。
メニュー例　日替わりプレート 1,000円（※消費税込） 他
※インペリアルクラブ会員の方は、ご優待料金でお求めいただけます（ドリンク除く）。
東京国際フォーラム部ケータリング課（03）5221-9063（10：00～17：00 ※土・日・祝日を除く）

クラシック音楽の祭典 ラ・フォル・ジュルネ・オ・ジャポン「熱狂の日」音楽祭2016
5月3日（火・祝）～5日（木・祝）　テーマ「la nature ナチュール－自然と音楽」
会場　東京国際フォーラム、日比谷野音（日比谷公園大音楽堂）、
　　　大手町・丸の内・有楽町エリア

人々が惹きつけられる、『赤毛のアン』の
世界に浸りませんか。
お食事は、『赤毛のアン』をイメージした特別な
コース料理をご用意しております。ご家族、
ご友人同士でぜひお越しください。

予約受付開始　6月8日（水）　10：00より

ウエディングフォトプラン 平日限定
結婚式当日とは違うご衣裳で。また、式を挙げなくとも
記念写真を残したいという方のためのプランです。

ご衣裳は、洋装・和装ともに下記2店舗よりお選びいただけます。撮影は
ホテル内写真室、美容・着付は「ハツコ エンドウ ビューティースタジオ」にて
承ります。詳しくは、ご希望の衣裳サロンへお問い合わせください。

◆ハツコ エンドウ ウェディングス
　（03）3503-7888 本館6階（10：00～18：00 水曜定休 ※祝日を除く）

◆タカシマヤ メゾン ド コスチューム
　（03）3508-1622 本館6階（10：00～19：00）

ご結納・お顔合わせプラン
経験豊かなスタッフが、お顔合わせからご結納品の
お取り交わしまで、お手伝いさせていただきます。

12月25日（日）まで　ご利用時間　2時間30分
6名様 　　230,000円（お1人様追加料金 27,000円） 
　　　　　207,000円（お1人様追加料金 24,300円）
※サービス料・消費税込。　　
※予約状況によりご利用いただけない日もございます。あらかじめご了承ください。

■プランには、お料理、お飲物、室料（宴会場）、卓上花、記念スナップ
　写真が含まれます。
　※お料理は、フランス料理、日本料理、
　　中国料理よりお選びいただけます。

■ご結納品は、館内「三越ギフト・
　ブライダルサロン」ならびに
　「髙島屋ブライダルサロン」に
　各種取り揃えております。

◎日曜、祝日にご利用いただける
　茶室「東光庵」でのご結納
　プランもございます。詳しくは
　お問い合わせください。
　

インペリアルクラブ

インペリアルクラブ

第6回 東西おどりの様子

インペリアルクラブ

©Bernard Rosenberg

インペリアルクラブ

イベント（東京）

帝国ホテルで祝う『大切な日』ーアンサンブルー
古希や喜寿、お孫様のお食い初めなど、
三世代でのお祝いのお席に、ぜひご利用ください。

12月27日（火）まで　ご利用時間　2時間
6名様　186,000円（お1人様追加料金 31,000円）　　　　　　167,400円（お1人様追加料金 27,900円）
※サービス料・消費税込。
※予約状況によりご利用いただけない日もございます。あらかじめご了承ください。

■プランには、お料理、お飲物、室料（宴会場）、卓上花、メニューカード、記念スナップ、
　お祝いの花束とフォトフレームが含まれます。
　※お料理は、フランス料理、日本料理、中国料理よりお選びいただけます。

◎他にもさまざまなプランをご用意しております。詳しくはお問い合わせください。
宴会予約係（03）3539-8700（月～金 10：00～19：00 　土・日・祝日 10：00～18：00）
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帝国ホテル 大阪　ウエディング専用ダイヤル （06）6881-4609（9：00～20：00）http://wedding-osaka.imperialhotel.co.jp

ゴールデンウィーク ウエディングフェア
おふたりの想いを叶え、ご家族の絆を結ぶ。
すべてが美しい、本物の結婚式を帝国ホテル大阪で。

4月29日（金・祝）～5月8日（日）※5月2日（月）、6日（金）を除く。　要予約・無料
10：00～、13：00～
会場　1階 ブライダルサロン　

内容　婚礼コース料理試食会（無料）、模擬挙式、モデルルーム、相談会　他 
※内容は日程により異なります。

◎この他にも、毎週末や平日にもイベントを開催しております。
　詳しくは、お電話または帝国ホテル ホームページにてご確認ください。
◎インペリアルクラブ、およびインペリアルクラブ グレース会員のみなさまには、
　婚礼ご紹介特典をご用意しております。詳しくは「インペリアルクラブご優待券」をご覧ください。
◎帝国ホテル東京でのウエディングをお考えの方は、本誌裏表紙をご覧ください。

コネクティングステイプラン
お部屋内で行き来ができる、
ご家族でのご利用に最適なお部屋をご用意いたします。

5月8日（日）～6月30日（木）　1日2組限定　

■ご朝食をご昼食にご変更いただけます。ご昼食は
　「フライング トマト カフェ」（2階）、「ジャスミンガーデン」（23階）、
　「嘉門」（24階）の3店舗よりお選びください。
■直営レストラン・バー・ラウンジの10％ご優待券をお渡しいたします。
　（一部優待が適用されない場合がございます。また、他の優待との併用はできませんの
　であらかじめご了承ください）
■駐車場を無料でご利用いただけます。

お仕事を頑張るみなさまのために、いつもより贅沢なプランをご用意
いたしました。快適な眠りを追求した寝具「スリープワークス」にて、
日頃の疲れを癒すひとときをお過ごしください。

■ご朝食は「大阪 なだ万」（24階）の和定食の他、
　「フライング トマト カフェ」（2階）、「ルームサービス」より
　お選びいただけます。

京の夕べ
～祇園甲部・先斗町・上七軒～
祇園甲部・先斗町・上七軒の
三つの花街より集った芸舞妓が、
伝統と格式ある舞を披露いたします。

6月23日（木） 
お食事 18：00より　開演 19：15より
23,000円　　　　　　 22,000円
会場　3階 孔雀の間
※お料理・お飲物付。サービス料・消費税込。

インペリアルクラブ

帝国ホテル 大阪　客室予約係 （06）6881-4100（月～土 9：00～20：00　日・祝日 9：00～17：30）　　　　　 　0120-548978 帝国ホテル 大阪　宴会イベント係 （06）6881-4650（10：00～20：00）インペリアルクラブ

プレミアムビジネスプラン
ビジネスでのご宿泊を、少し贅沢にしてみませんか。

5月9日（月）～6月30日（木）　平日限定
※チェックインは18：00以降となります。

インペリアルクラブ

インペリアルクラブ

2室4名様ご利用

2室5名様ご利用

19,000円より
17,000円より
18,000円より
16,000円より

客室タイプ（1名様料金）　

レギュラーフロア 
コネクティング
ルーム（ツイン54㎡+
38㎡の2室）

※1泊朝食付。サービス料・消費税込。※料金はお日にちによって異なります。

1名様 23,000円より   
客室タイプ（1室料金）　
インペリアルフロア スーペリア（30㎡）

※1泊朝食付。サービス料・消費税込。※料金はお日にちによって異なります。

お顔合わせやご結納をお考えの方には、宴会場やレストランでのプランを
ご用意しております。詳しくはお問い合わせください。

帝国ホテル大阪
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天神祭 宿泊プラン
“特等席”のお部屋で、奉納花火をご覧いただけます。

7月25日（月）　

予約受付開始　5月29日（日） 10：00より 
　　　　　　　　　　　　　　9：00より

帝国ホテル 大阪　客室予約係 （06）6881-4100
（月～土 9：00～20：00　日・祝日 9：00～17：30）

　　　　　 　0120-548978

［大阪］（06）6881-1111（代表）

インペリアルクラブ

天神祭宵宮祭 奉納水上薪能鑑賞プラン
セミナーとお食事の後は、厳かな薪能を船上から
お楽しみください。

7月24日（日）　セミナー 16：30より（予定）　
薪能 開演18：40（予定）　お食事（中国料理）20：15より
お1人様　18,500円
※お食事・セミナー・奉納薪能鑑賞付。サービス料込、消費税別。
※座席には限りがございますのでご了承ください。
※能鑑賞のみのプランもございます。（お1人様 6,000円 消費税込）

主催　能楽奉賛会　　共催　社団法人 能楽協会大阪支部
協力　天神祭渡御行事保存協賛会、
　　　大阪天満宮講社連合会
協賛　帝国ホテル 大阪、三菱地所プロパティ
　　　マネジメント株式会社、大阪水上バス株式会社

天神祭の魅力を語り継ぐ、天満天神御伽衆によるセミナー
とレストランでの夕食会、そして大川に浮かぶ能船の上で上
演される幻想的な「奉納水上薪能」をお楽しみいただけます。
◎ご宿泊プランもございます。お問い合わせください。

予約受付開始　5月9日（月）　10：30より

インペリアルクラブ

2名様

2名様

170,000円

190,000円

客室タイプ（1室料金）　
レギュラーフロア 
スーペリア（40㎡）
インペリアルフロア 
デラックス（40㎡）

※1泊夕朝食付。サービス料・消費税込。

帝国ホテル 大阪　総支配人室企画課 （06）6881-4601
（10：00～17：00 ※土・日・祝日を除く）

天神祭本宮祭 帝国ホテル奉拝船
天神祭のフィナーレを飾る船渡御を船上で。
奉拝船ならではの臨場感を存分にご体感ください。

7月25日（月）　
ホテル出発 17：00（16：30 受付開始）　
ホテルにて解散 22：30頃（予定）
お1人様 74,000円　　            72,000円
※「日本料理 なだ万」特製弁当・お飲物付。乗船料・保険料・サービス料・消費税込。 
※本プランには宿泊は含まれていません。ご希望のお客さまはご予約時にお申し付けください。
※お申込み後のキャンセルはお受けいたしかねますので、予めご了承ください。 

帝国ホテルでは今年も天神祭の船渡御に参加いただける「奉拝船」
をご用意いたします。船上では、天満天神御伽衆による話を聞きなが
ら、なだ万の特製弁当とともに、和楽器の生演奏をお楽しみいただき
ます。

予約受付開始　5月9日（月）　10：00より

Hawaiian Night 2016
暑い夏を盛り上げる帝国ホテル大阪の定番イベントを、
今年もお贈りいたします。

8月24日（水）～26日（金）　
開演 18：30
大人　S席 13,500円　　　　　　12,500円
　　　A席 12,000円　　　　　　11,000円
お子様（4～12歳） 6,500円　          
※お料理（ブフェスタイル）・お飲物付。サービス料・消費税込。
※S席は100席限定。ステージより前方2列の中央寄りのお席をご用意いたします。
※座席位置はご指定いただけません。
※会場内全席禁煙。 

会場　3階 孔雀の間

多くの人 を々魅了するフラと、心癒される音楽のステージをお届け
いたします。特製のハワイ料理と、ハワイビールなどのドリンクも
お楽しみいただける、真夏のサマーフェスティバルです。

電話予約受付開始　6月1日（水）　10：00より
インターネット・来館予約受付　6月2日（木）　10：00より

インペリアルクラブ

上田安彦（JPS）

ハワイアン ナイト

インペリアルクラブ
インペリアルクラブ

帝国ホテル 大阪　宴会イベント係 （06）6881-4650（10：00～20：00）

ハワイアンナイト2015の様子

奉納水上薪能（2015年）の様子

帝国ホテル大阪
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1室2名様ご利用 1泊1室料金

    ベランダ付きツイン（37㎡）　
    ツインB（30㎡）　
    ツインA（24㎡）　

夕・朝食付
82,000円
75,000円
70,000円

ご優待料金
食事なし
42,500円
36,000円
31,000円

※サービス料・消費税込。
※5月19日（木）、20日（金）のご利用は、食事なしでのご優待料金となります。
※1名様、または3名様のご利用料金はお問い合わせください。
※ご優待券は、会員ご本人さまの他、ご紹介の方にもご利用いただけます。

上高地帝国ホテル 客室予約係 （0263）95-2006（4月19日～25日／9：00～17：00　4月26日より／9：00～18：00 ）　　　　　　 　 0120-193320

◎詳しくは、会報誌同封のご優待券をご覧ください。

アルペンディナープラン 
1日5室限定［好評につき増室いたしました］

アルペンローゼでのご夕食をセットにした、
2食付のお得なご宿泊プランです。

【ご利用期間】 4月26日～28日、5月1日・2日、5日・6日、
　5月8日～13日、16日～18日、6月13日～30日※土曜日を除く。
［1室2名様ご利用 1名様料金］

※1泊夕食・朝食付。サービス料・消費税込。 

ご宿泊の空室状況につきましては、お電話、または帝国ホテルホームページにてご確認ください。http://www.imperialhotel.co.jp

上高地帝国ホテル 
レストラン催事予定のご案内 
ダイニングルーム「ローストビーフフェア」
6月13日（月）～7月15日（金）
16,500円　
人気のローストビーフをご用意いたします。
特別宿泊プランでもご利用いただけます。（追加料金なし）

ダイニングルーム「MENU “SHINSHU” “信州”」 
9月1日（木）～11月8日（火）
23,000円　
信州の食材にこだわった特別メニューをご用意いたします。

あずさ庵「秋の特別懐石」
9月中旬～10月中旬
25,000円　
信州の秋にこだわった特別懐石をご用意いたします。

※いずれもご夕食1名様料金。（消費税込、サービス料別）※事前にご予約を承っております。
※上記特別メニューの他に通常メニューもご用意しております。
※ご利用は、ご宿泊のお客さまに限らせていただきます。

上高地帝国ホテル 客室予約係 （0263）95-2006（4月19日～25日／9：00～17：00　4月26日より／9：00～18：00 ）　　　　　　 　 0120-193320

　　 ご宿泊優待料金　
ご家族・ご友人の方にも、
ご優待料金でご利用いただけます。

9月30日（金）まで 

東京

　 期間限定アップグレードプラン 
スイートルームで、ワンランク上の心地よいひとときを
お過ごしください。
6月1日（水）～30日（木）  1日1組・平日限定

大阪

【本館】デラックス（42㎡）
【本館 インペリアルフロア】デラックス（42㎡）

2名様
2名様

客室タイプ（1室料金）
63,000円
73,000円

インペリアルフロア リバースイート（100㎡） 2名様
客室タイプ（1室料金）

74,500円

※1泊室料。サービス料・消費税込、宿泊税別。
※上記料金は一例です。他の客室タイプや、1名様・3名様料金など、詳しくはお問い合わせください。

帝国ホテル 大阪　客室予約係（06）6881-4100（月～土 9：00～20：00　日・祝日 9：00～17：30）　　　　　　0120-548978インペリアルクラブ

帝国ホテル 東京　客室予約課（03）3504-1251（月～金 9：00～21：00　土 9：00～20：00　日・祝日 9：00～18：00）　　　　　   0120-115489インペリアルクラブ

上高地帝国ホテル

※1泊室料。サービス料・消費税込。

レギュラーフロア パークスイート
のご料金でインペリアルフロア 
リバースイートにご宿泊いただ
ける大変お得なプランです。

◎ご朝食付プランもございます。
　詳しくは係までお問い合わせ
　ください。

特別宿泊プラン
新緑薫る上高地で、爽やかな初夏をお過ごしください。

【ご利用期間】 4月26日～28日、5月1日・2日、5月5日～7月15日、
　9月1日～16日、9月19日～10月7日、10月23日～11月8日 
　※毎週土曜日、5月19日（木）・20日（金）を除く。
［1室2名様ご利用 1名様料金］※1泊夕食・朝食付。サービス料・消費税込。 
ベランダ付ツイン（37㎡）
ツインB（30㎡）
ツインA（24㎡）

■ご夕食はフランス料理、または和食のいずれか（16,500円コース）を
　お選びいただけます。  
■ご朝食は洋食、または和食のいずれかをお選びいただけます。 
■ロビーラウンジ「グリンデルワルト」でご利用いただけるお飲物券付。
◎1名様、または3名様のご利用料金はお問い合わせください。
◎インペリアルクラブ、およびインペリアルクラブ グレース会員のみなさま
　には会員優待料金をご用意しております。本誌次頁をご覧ください。

44,750円（通常料金 46,974円）
41,200円（通常料金 43,410円）
38,500円（通常料金 40,440円）

ツインB（30㎡）
ツインA（24㎡）

■ご夕食は、アルペンローゼのご利用となります。（17：30～20：00予約不要）
■ご夕食は、前菜（3品）、スープ（2品）、メインディッシュ（3品）の中からそれぞれ
　一品ずつお選びいただきます。（パンまたはライス、デザート、コーヒー付）
■ご朝食は洋食、または和食のいずれかをお選びいただけます。
◎1名様、または3名様のご利用料金はお問い合わせください。
◎インペリアルクラブ、およびインペリアルクラブ グレース会員のみなさまには、　
　会員優待料金をご用意しております。お電話にてお問い合わせいただくか、
　ご優待券をご覧ください。

30,000円（通常料金 34,870円相当）
27,500円（通常料金 31,900円相当）

1日10室限定　タワー館 30、31階（全室禁煙） 
プレミアムタワーフロア 20％割引料金のご案内

5月8日（日）～8月31日（水）
【タワー館】プレミアムタワーフロア スーペリア（31㎡）
　　　　  1室2名様ご利用 1室料金　50,371円 
　　　　　　 ※1泊室料。サービス料・消費税込、宿泊税別。

フロア特典として、「ルームサービスでのコンチネンタル
ブレックファスト」、「プライベートバーのソフトドリンク」、
「フィットネスセンター・プール」を無料でご利用いただけます。

インペリアルクラブ＆インペリアルクラブ グレース会員限定 特別企画

　上高地帝国ホテル 会員優待料金上高地

■夕・朝食付の場合　　
　・ご夕食はフランス料理、
    または和食のいずれか
    （16,500円コース）を
    お選びいただけます。 
　・ご朝食は洋食、または
    和食のいずれかを
    お選びいただけます。  

新緑が美しい時期に、ぜひお越しください。
会員のみなさまだけに特別料金をご用意しております。

インペリアルクラブ

【ご利用期間】 4月26日～28日、5月1日・2日、5月5日～7月15日、
9月1日～16日、9月19日～10月7日、10月23日～11月8日　
※毎週土曜日を除く

インペリアルクラブ

【本館インペリアルフロア】デラックス
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［帝国ホテル 東京］
〒100-8558　東京都千代田区内幸町1-1-1
TEL（03）3504-1111（代表）
客室予約専用ダイヤル（03）3504-1251

［帝国ホテル 大阪］
〒530-0042　大阪市北区天満橋1-8-50
TEL（06）6881-1111（代表）
客室予約専用ダイヤル（06）6881-4100

［上高地帝国ホテル］
〒390-1516　長野県松本市安曇上高地
TEL（0263）95-2001（代表）
客室予約専用ダイヤル（0263）95-2006

［営業所］
名古屋営業所　TEL（052）231-1206
大阪営業所　　TEL（06）6881-4658
福岡営業所　　TEL（092）451-2129

［ホームページ］
http://www.imperialhotel.co.jp
詳細はホームページでご確認ください。
メールマガジンをお届けしております。
ぜひホームページからお申し込みください。

［オンラインショップ］
http://shop.imperialhotel.co.jp

帝国ホテルのご予約・お問い合わせ

〈今号の表紙〉
海を臨むオープンエアのレストラン「ハウス ウィズア
ウト ア キー」は、フラのエンターテインメントが楽しめ
る、ハレクラニのレストランです。その出演者を招き、
本格フラを堪能するイベントを東京で開催いたしま
す。また、館内店舗では「ハワイ・ハレクラニフェア」
を開催しております。
（詳しくは、本誌冒頭～5頁をご覧ください）

インペリアルクラブ、およびインペリアルクラブ グレース会員の
みなさまへご用意している特別料金・会員専用電話を、
このマークで表示しています。

　　 ハレクラニで過ごす休日
楽園の地ハワイで、
心安らぐひとときを過ごしませんか。

9月9日（金）まで 
※4月25日（月）～5月9日（月）、8月1日（月）～16日（火）を除く。

お1人様　530,000円～690,000円
※朝食4回、ホノルル空港～ホテル往復送迎付。航空運賃・消費税込、燃油サーチャージ別。

ベテランの日本語ガイドがホノルル空港にお出迎えし、ホテル到着後にチェックインの
お手伝いをいたします。このツアーでは、エメラルドグリーンの海を臨む、オーシャンビュー
またはオーシャンフロントのお部屋にご滞在いただけます。

◎当ツアーは成田空港発着です。その他の空港をご利用される場合の追加料金や、
　内容の詳細につきましては下記窓口へ問い合わせください。

　　デルタ航空 ビジネスクラスで行く 4泊6日の会員限定オリジナルツアー 
　　 ハワイの名門リゾート・
ハワイ

JTBロイヤルロード銀座 0120-606489（月～金 10：00～18：00 ※祝日を除く）担当：小野・小河

インペリアルクラブ

［東京］（03）3504-1111（内線 5320） 本館5階 ［大阪］（06）6881-4890（直通） 本館1階

　　 インペリアルクラブ セレクション

　 ワインと美食の夕べ
6月2日（木）　50名様 要予約
19：00～21：30（受付18：30より）
お1人様　20,000円 
※コース料理・お飲物付。サービス料・消費税込。

場所　帝国ホテルタワー地下1階　ラ ブラスリー
テーマ　「ソムリエ櫻木セレクション 
　　　　～ワインの変化と料理の合わせ方～」　　
ソムリエ　櫻木 滋生      

毎回ご好評いただいている限定企画です。今回は、ソムリエ櫻木がおすすめする
ワインをお楽しみいただきながら、ワインの熟成過程や料理との合わせ方を
ご紹介いたします。一日限りの特別メニューとともにお楽しみください。

予約受付開始　4月27日（水）　10：00より

東京

インペリアルクラブ 
ポイントプレゼント2015に関するお知らせ
ポイント加算期間　2015年3月11日（水）～2016年3月10日（木）
UC提携カードをお持ちのお客さまで、上記加算期間に60ポイント以上集められた会員
のみなさまには、4月下旬にカタログと申込書を送付する予定でおります。また、応募締め
切りは5月31日（火）の予定です。※当日消印有効

　　 　　ザ クラブルームからのご案内　新規でご入会される方へ、さまざまな特典をご用意しております。　東京 大阪

「ザ クラブルーム」はインペリアルクラブ、およびインペリアルクラブ グレース
会員のみなさまだけにご案内する会員制サロンです。「ザ クラブルーム」
では、帝国ホテル内レストランのフランス料理、日本料理、中国料理など
の料理を取り寄せることも可能です。サロンの寛いだ雰囲気の中で、
ビジネスにもプライベートにも、ごゆっくりお過ごしいただけます。

東京 17：30～22：30　大阪 18：00～22：30 ※日・祝日を除く
年会費　86,400円 ※消費税込。入会金不要。※詳しくはお問い合わせください。

〈ご入会キャンペーン〉 
5月2日（月）～6月30日（木） 
期間中、「ザ クラブルーム」にご入会いただいた方に、通常のご入会
特典に加え、下記のキャンペーン特典をプレゼントいたします。
※ご入会申込書とともに、お1人様1,080円（飲食代別）でご利用いただける
　「トライアルご優待券」をお送りいたします。ぜひこの機会にお試しください。

［キャンペーン特典］
①インペリアルクラブポイント100ポイントプレゼント
　（UC提携インペリアルクラブカードをお持ちの方のみ）
②1ドリンク無料券8枚
③ボトルウイスキー30％ご優待券
④東京の宿泊者専用フィットネスセンター、プール・サウナまたは
　大阪の会員制フィットネスクラブ、プール・サウナの無料ご利用券1枚
　（同伴1名様まで無料、東京・大阪のどちらか1回のみ）
［通常入会特典］
⑤ボトルワインプレゼント券1枚
⑥ビジター特別ご優待券10枚
※②、③、⑤、⑥の特典は「ザ クラブルーム」でのご利用のみ。

ザ クラブルーム東京 ザ クラブルーム大阪

※インペリアルクラブ入会に関するご案内は帝国ホテル ホームページからもご覧いただけます。

［ホテルの特典・ご優待・ポイントプレゼントなどインペリアルクラブに関するお問い合わせ］
帝国ホテル インペリアルクラブデスク 0120-116571 

［インペリアルクラブ提携クレジットカード、所有ポイント数に関するお問い合わせ］
UCインペリアルクラブデスク 0120-116572 

（月～金 9：00～17：00 ※祝日を除く）  

IMPERIAL NEWSは、
環境に配慮した紙を
使用しております。

［東京・大阪］
直営レストラン・バー 20％ご優待券　
平日・1回限定
5月9日（月）～6月30日（木）  
平日のランチ・ディナータイムにて、ご飲食料金を
20％ご優待させていただきます。

［東京］（03）3504-1111（代表）　
［大阪］（06）6881-1111（代表）

　　　　 

会員限定 レストラン特別優待
東京 大阪

詳しくは、会報誌同封のご優待券をご覧ください。
※ご優待券は会員ご本人さま、およびご家族、ご友人など、ご紹介の
　方にもご利用いただけます。ご優待券を譲渡される際は必要事項
　をご記入の上、お渡しください。インペリアルクラブ事務局 　　　　　　0120-111569（月～金 9：00～17：00 ※祝日を除く）インペリアルクラブ




