
ウエディング担当 （03）3539-8558（10：00～19：00 水曜定休 ※祝日を除く）

［東京］ウエディングフェア　入場無料

 9月19日（月・祝）　10月10日（月・祝）　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21頁をご覧ください。

ウエディングフェアご試食会ご招待 10組20名様限定
9月19日（月・祝）　10月10日（月・祝）   開宴12：30（予定）

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。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

2016年5月、旧本館（通称ライト館）を彷彿とさせる会場に
リニューアルした「松の間」

2016年
9-10月



エリザベス女王陛下に
ゆかりのある
いまでも愛されている人気メニュー
女王陛下の名前を冠したメニュー“レーンヌ・エリザ
ベス”「海老と舌平目のグラタン“エリザベス女王”
風」を、帝国ホテルタワー 地下1階「ラ ブラスリー」
にてご提供しております。このメニューは、1975年、
エリザベス女王陛下とフィリップ殿下が来日された
際、魚介類がお好きな女王陛下のために当時の
料理長村上信夫によって考案されたものです。
女王陛下はこれを大変気に入られ、名前を冠する
ことを許されました。以来、多くの方に愛され続けて
いる一品です。

駐日英国大使館監修 アフタヌーンティー

※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、係に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。

駐日英国大使館のシェフ フレデリック・ウォルター氏のレシピで、英国式の
アフタヌーンティーを期間限定の特別メニューでご用意いたします。

9月1日（木）～30日（金）　11：30～18：00（ラストオーダー）　　
4,320円 ※消費税込、サービス料別。

“スティルトンチーズ”バーガー
ブルーチーズのうま味を引き立てるビールとともに、
英国フェアの特別メニューをお楽しみください。

9月1日（木）～30日（金）　
11：30～24：00（ラストオーダー）
※平日前の日・祝日は、22：00まで。

2,000円
ビールセット　3,000円
※消費税込、サービス料別。

世界三大ブルーチーズの
ひとつ、英国産スティルトン
チーズを使った、大人の味
わいのハンバーガーをご用
意いたしました。

アフタヌーンティー ウィズバトラー　1日3組または10名様　要予約

9月6日（火）、13日（火）、20日（火）、27日（火）　14：00～17：00
8,000円 ※サービス料、消費税込。
※他の優待との併用はできませんので、ご了承ください。

歴史ある英国食器を使い、専任バトラーのサービスと
ともにアフタヌーンティーをお楽しみください。
協賛　
ウォーターフォード・ウェッジウッド・ジャパン株式会社
ロイヤルクラウンダービージャパン株式会社

1

インペリアルラウンジ アクアラウンジ﹇
特
集
﹈

エリザベス女王陛下生誕90周年を祝して、
「英国フェア」を開催いたします。伝統と
革新が織りなす英国の“食”を、帝国ホテル
で味わってみませんか。

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

英国洋酒フェア　9月1日（木）～30日（金）
英国で親しまれているドリンクを、帝国ホテルのラウンジ・バーでお楽しみいただけます。

11：30～24：00（ラストオーダー）
※平日前の日・祝日は、22：00まで。

◎毎週水曜にライブを開催「UK Music Night」
演奏　19：00より／20：00より／
　　　21：00より／22：00より（各回30分）
英国ゆかりの音楽や、ミュージシャンに
ちなんだ楽曲をお届けいたします。
※カバーチャージ（1,080円 消費税込、サービス料別）を申し受けます。

インペリアルラウンジ アクアラウンジ

11：30～24：00（ラストオーダー）
オールドインペリアルバー 
（03）3539-8088　本館中2階

オールドインペリアルバーバー

11：00～25：00（ラストオーダー）
◎9月20日（火）
　『ビッグバンドで聴く「THE BEATLES」Night』開催
演奏　18：00より／19：15より／20：30より（各回40分）
12人編成による、迫力あるジャズ演奏をお楽しみください。
※ジャズライブ開催日は、ミュージックチャージ（1,080円 消費税込、
　サービス料別）を申し受けます。

協賛　アサヒビール株式会社
ランデブーラウンジ・バー（03）3539-8045　本館1階

ランデブーラウンジ・バーラウンジ・
バー

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

英国フェア

英国の伝統的料理 ローストビーフ

英国発祥の喫茶習慣 アフタヌーンティー

1975年 エリザベス女王陛下来日の際の午餐会

英国生まれのカクテルをご用意いたしました。
ラウンジ・バー 3店舗にてご提供いたします。

◎右記の他、英国ビールやスコッチウイスキーなども
　ございます。

ピムス No1 カップ  
ピムス マティーニ　
ピムス ロワイヤル　

1,780円
1,680円
2,430円

※消費税込、サービス料別。
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英国フェア

※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、係に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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スコッチウイスキー
セミナー
9月15日（木）　18：00～19：30　
20名様　要予約
7,000円
※サービス料・消費税込。
※優待のご利用はできませんので、ご了承ください。

スコットランドの蒸留所で直接見聞を重ねた
バーテンダー達が、スコッチウイスキーの
楽しみ方をご紹介いたします。

ティーセミナー
9月8日（木）、29日（木）　14：00～16：00　
20名様　要予約
6,000円 
※アフタヌーンティー、サービス料・消費税込。
※優待のご利用はできませんので、ご了承ください。

英国産の厳選した紅茶を使用し、
日本紅茶協会認定のインストラクターによる
セミナーを開催いたします。
駐日英国大使館監修のアフタヌーンティーと
英国紅茶のハーモニーをお楽しみください。

インペリアルラウンジ アクアラウンジ

ガルガンチュワ　ご自宅でも英国の味をお楽しみください。ホテル
ショップ

［特集］

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

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。※★印は駐日英国大使館のレシピをもとにした商品です。

《惣菜》9月1日（木）～10月31日（月）
スコットランド産サーモンのムース包み 
ニューバーグソース
2,916円（左上：右）
締まった身質と赤みが特徴のスコットランド産
サーモンで魚介のムースを包みました。
海老の旨みが凝縮されたソースとともに
お召し上がりください。

牛サーロインの黒ビール煮込み
3,240円（左上：左）
ビールのほろ苦さと、ほのかな甘みを
お楽しみください。

《スイーツ》9月1日（木）～30日（金）
★レモン ドリズル ケーキ　756円（左下：右）
爽やかで軽やかな、レモンとライムの
英国伝統菓子です。

コーディアルゼリー　1,296円（左下：左）
ハーブやジンジャーなどの英国特有の
ドリンクを、ゼリーに仕立てました。

メイズ オブ オナー（1個）　378円（右下）
16世紀の英国王室で、侍女たちに人気が
あったことから名付けられました。
サクサクの生地と、チーズのフィリングが
調和したパイです。

《パン》9月1日（木）～30日（金）
イングリッシュマフィン（4個入り）
540円（右上）
朝食で定番のパンです。
2枚にスライスしてトーストすると、
香ばしさともっちりとした食感が
引き立ちます。



4 5

パークサイドダイナー
10周年記念 
新メニューのご案内
ご友人や親しい方 と々
ご一緒に、スイーツや
軽食の他、コーヒー1杯からでも
お楽しみください。

6：00～23：00（ラストオーダー）

オールデイダイニング「パークサイドダイナー」は、
2017年3月に開業10周年を迎えます。
このたび10周年を記念し、14：00～17：00に
「ティータイム（Tea Time Temptations）」を設け、
さらにご満足いただけるメニューやサービスを
ご用意いたしました。

会員限定特別メニュー
シャリアピンステーキ
80周年記念メニュー
1936年にオペラ歌手 シャリアピンのために
生み出され、以来80年、みなさまに愛される
伝統メニューを、メインにいたしました。

10月31日（月）まで　
ランチ　　11：30～14：30（ラストオーダー）　4,600円
ディナー　17：30～21：30（ラストオーダー）　8,000円
※他の優待との併用はできませんので、ご了承ください。
※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。
※下記はディナーメニューです。ランチメニューは異なります。

シェフの旬彩メニュー
伝統と新たな感性で創り上げる、
秋の美味をご堪能ください。

9月15日（木）～10月31日（月）　
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）　
コース：12,500円
　　　（前菜、スープ、魚料理、肉料理、デザート）

秋の味覚を一皿一皿お楽しみいただける
フルコースメニューです。

※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、　係に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。

パークサイドダイナー （03）3539-8046 本館1階

レストラン　
パークサイドダイナー

6：00～11：00　 ブレックファスト
朝の1日をパンケーキでスタート　
  パンケーキブレックファスト　          

11：00～14：00　ランチ　
気軽にホテルランチをお楽しみください　
  本日のおすすめランチ
  帝国ホテル特製カレーランチ

14：00～17：00　ティータイム
スイーツとハーブティーで午後のひととき　
  ブリオッシュのフレンチトースト ベリー添え
  ハーブティー サンテ　

17：00～23：00　ディナー　
お食事の後もお酒やお茶でごゆっくりと
  ステーキ＆グリル
  ダイナーセット

シーザーサラダ
オニオングラタンスープ または コンソメスープ

シャリアピンステーキ
お好きなケーキをワゴンからお選びください

コーヒー
※ディナーのみワンドリンク付。

ラ ブラスリー （03）3539-8073　帝国ホテルタワー地下1階

レストラン　ラ ブラスリー

「シャリアピンステーキ」（4,320円）、「シャリアピンパイ」（2,700円）
《ご自宅でもお楽しみいただけます》

ガルガンチュワ （03）3539-8086（8：00～20：00）本館1階 ※価格は消費税込。
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※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、係にお申し付け　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。

レストラン（東京）

7

インペリアルバイキング サール （03）3539-8187
　　　　　　   　（03）3539-8230　本館17階　インペリアルクラブ

インペリアルクラブカ・デル・ボスコ ガラディナー
9月29日（木）　36名様　要予約
17：30～22：00（ラストオーダー）　
※料金につきましては、お問い合わせください。
※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。

日伊国交150周年を記念し、フランチャコルタ カ・デル・ボスコ社社長の
マウリツィオ・ザネッラ氏を迎え、ガラディナーを開催いたします。
豊かな食材が揃う季節に、上質な料理とイタリアワインとの“出会い”を
お楽しみください。

コラボレーションガラディナー　
10月21日（金）　17：30～22：00（ラストオーダー）　　人数限定　要予約
ブルーノ・メナール氏とシェフ ティエリー・ヴォワザンの競演による
ガラディナーを開催いたします。
◎ご予約はお電話にて承ります。詳しくは、お問い合わせください。

フランス料理 レ セゾン

ブルーノ・メナール ウィーク
スターシェフとレ セゾンの、
コラボレーションメニューをお贈りいたします。
　　　　　　  
10月17日（月）～23日（日）
ランチ　　11：30～14：30（ラストオーダー）　
ディナー　17：30～22：00（ラストオーダー）　
※料金につきましては、お問い合わせください。
※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。

レ セゾン（03）3539-8087　本館中2階 

神戸牛と、秋の素材を活かしたお料理を、
存分に味わえるコースメニューです。

神戸牛ランチ・特撰ディナー
鉄板焼 嘉門 

9月16日（金）より
ランチ　   
11：30～14：30（ラストオーダー）    
20,000円
ディナー　
17：30～21：30（ラストオーダー）   
30,000円 
※消費税込、サービス料別。

◎9月15日（木）まで「鮑メニュー」を
　ご提供しております。

インペリアルバイキング サール

会員限定 平日特別料金のご案内
9月1日（木）～30日（金）
ディナー　17：30～21：30（ラストオーダー）　　ご利用時間　2時間　　
　　　　　7,000円 ※サービス料・消費税込。
※他の優待との併用はできませんので、ご了承ください。

秋刀魚の燻製 ポン酢ドレッシングと大根のジュレ
紫芋のポタージュ
冬瓜と小海老の鶏そぼろあんかけ
メカジキのオーブン焼き 茄子と生姜のソース
ラビオリと南瓜のグラタン
蟹と茸とホウレンソウのキッシュ
他 定番の人気メニューを含め約40種

嘉門 （03）3539-8116　本館17階

この秋、シェフ ティエリー・ヴォワザンと親交が深い、3ツ星レストラン「ロオジエ」
前エグゼクティブシェフ、ブルーノ・メナール氏を迎えます。
期間限定の特別メニューをお楽しみください。

メニュー例

ブルーノ・メナール ティエリー・ヴォワザン
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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。

ガルガンチュワ
開店45周年記念
10月1日（土）より　

“ガルガンチュワの新テイスト”　
食材や調理法を工夫した、新たな商品をご提案いたします。

9月1日（木）～10月31日（月） 
《惣菜》
白神あわび茸と豆乳クリームの湯葉包み カネロニ風（左）
1,944円
大型の筒状のパスタに具を詰めて焼き上げる“カネロニ”。
パスタの代わりに湯葉を使い、食感のよい白神あわび茸の角切りを
包みました。トマトソースと豆乳クリームをかけ、動物性油脂を使用
せずにあっさりと仕上げました。

《パン》
玄米のプチパン（右）　648円（4個入り）
香ばしく、ほのかに玄米の甘味を感じるプチパンです。

ガルガンチュワの季節便り　
栗や茸など、実りの季節の味を取り揃えました。

9月1日（木）～10月31日（月） 
《惣菜》
4種の茸とチキンの五穀米ピラフ（左）　1,944円
茸と鶏肉の旨みが詰まった、秋におすすめのピラフです。
五穀米の特徴ある食感をお楽しみください。

《パン》
栗ときな粉のブリオッシュ（右）　1,620円

「帝国ホテル」×「とらや」　コラボレーション企画
10月1日（土）～11月30日（水） 
帝国ホテル 特製あんぱん ー秋ー（3個入り）（左）　1,620円　

10月1日（土）より 
とらや 特製羊羹『黎明』（1本700g）（右）　3,942円　数量限定

※帝国ホテル 特製あんぱんは期間中、正午より販売いたします。　
※上記商品は本館地下1階 帝国ホテルアーケード内「とらや帝国ホテル店」でも販売いたします。

グラン クラシック ショコラ（上）　
5,400円
（木箱サイズ　8.3×26×5.3cm）

カカオの原産地である南米コロンビアの
サンタンデール産カカオ豆から作られた
チョコレートを使用し、じっくりと焼き上げた、
まろやかで上品な味わいのチョコレート
ケーキです。

フォレスト（下）　
5,400円
（箱サイズ　8×25.5×7cm）

年輪模様のサブレをあしらった新作焼き
菓子です。マカダミアナッツとシナモンが
キャラメルと調和し、深い味わいを奏でます。

ホテルショップ
ガルガンチュワ
（東京）

会員限定 特別企画
10月1日（土）～31日（月） 
上記2点の新作焼き菓子を、
期間限定で20％ご優待
いたします。
この機会にぜひお試しください。
※詳しくは、会報誌同封のご優待券を
　ご覧ください。

新商品
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素材にこだわり、美味しさを追求したデザートシリーズ

11

レストラン（東京）&ホテルショップ（東京）

ガルガンチュワ （03）3539-8086（8：00～20：00）本館1階 ※価格は消費税込。※写真はイメージです。 ランデブーラウンジ・バー（03）3539-8045 本館1階　　ガルガンチュワ （03）3539-8086（8：00～20：00）本館1階　　※写真はイメージです。

Happy Halloween ～ハッピーハロウィン～　
ハロウィンにちなんだ商品をご用意いたしました。

10月1日（土）～31日（月）

ランデブーラウンジ　

11：00～22：30（ラストオーダー）
この時期限定でご提供する、見た目
にも楽しいハロウィンのスイーツです。
お好みのお飲物とともにお召し上が
りください。
※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、係にお申し付けください。

9月1日（木）～10月31日（月）

ホテルショップ ガルガンチュワ

ホテルショップ ガルガンチュワ　

《ケーキ》
ランデブーラウンジでご提供する
ケーキを、お持ち帰り用として
お買い求めいただけます。
かぼちゃのシフォンケーキ　
810円（上：右）
パンプキンタルト　
810円（上：左）

　

《パン》
かぼちゃのスコーン（4個入り）　　　　
648円（左）

《惣菜》
かぼちゃのポタージュ
756円（右）
ほっこりとしたやさしい甘さの期間限定スープです。

　

 新商品
クッキー詰合せ（ハロウィンパッケージ）（左）
缶入り 2,160円（かぼちゃ12枚、 チョコレート12枚）
箱入り    972円（かぼちゃ6枚、 チョコレート6枚）
かぼちゃプリン（ハロウィンパッケージ）（中央）
1,080円（3個入り）
プレートチョコレート（ハロウィンパッケージ）（右）
1,080円（ミルクチョコレート18個入り）
   648円（ミルクチョコレート9個入り）

※価格はいずれも消費税込。

タルト オ レザン　1,500円

ナガノパープルとシャインマスカットのもつ美味しさを引き出しました。
ソーテルヌ（貴腐ワイン）のヴェールをまとわせ、気品あふれるタルトに仕立てました。

スイーツセット 各2,000円
※下記より1品と、コーヒー、紅茶または
　ハーブティー付。

単品 各980円
かぼちゃのシフォンケーキ（右）
パンプキンタルト（左）
※消費税込、サービス料別。
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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  ※写真は一例です。インペリアルクラブ

GINZA VIEW STAY　　　煌めく銀座の夜景とともに、優雅なひとときをお過ごしください。
2017年3月31日（金）まで ※12月30日（金）～2017年1月3日（火）を除く。 

2名様 85,000円
客室タイプ（1室料金）　1日10室限定
【本館 インペリアルフロア】デラックス（42㎡）

　　　パークサイドダイナー 開業10周年記念
レディーズプラン 
朝日が差し込む清 し々い店内、バラエティ豊かな
朝食で、一日の始まりを優雅に過ごしませんか。

10月1日（土）～2017年3月31日（金） ※12月30日（金）～2017年1月3日（火）を除く。

　　　  
　　　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

賓客用スイート「PRESTIGE SUITES STAY」 
多くの賓客にご利用いただいているスイートルーム。喧騒を離れ、非日常へと誘う至福のひとときをお楽しみください。

2017年3月31日（金）まで ※12月28日（水）～2017年1月5日（木）を除く。

追加料金にて、隣接する【タワー館】スタンダード ツイン（31㎡）と
中扉で【タワー館】スイートと行き来が可能なコネクティングルームとして、
最大5名様のご宿泊が可能です。詳しくは、お問い合わせください。

※1泊朝食付。サービス料・消費税込、宿泊税別。

540,000円
客室タイプ（会員料金）　
スイート（168㎡／喫煙）

※1泊朝食付。サービス料・消費税込、宿泊税別。

ご宿泊
（東京）

 142,000円2名様【タワー館】スイート（72㎡／禁煙）
※1泊朝食付。サービス料・消費税込、宿泊税別。

【タワー館】スイート（ベッドルーム）

【タワー館】スイート（リビングルーム）

【本館 インペリアルフロア】デラックス

朝食イメージ

■ご朝食は、パークサイドダイナーにてフレンチトーストや野菜スープなど、
　盛りだくさんの洋定食をご用意いたします。
■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、お1人様1つ）

インペリアルクラブ

2室のベッドルームの間にリビングがあり、それぞれのお部屋と行き
来が出来るスイートです。インペリアルクラブ会員のみなさまだけに
ご案内する上質な空間で、寛ぎのひとときをお過ごしください。

※他の客室タイプもございます。詳しくは、お問い合わせください。・会員ご本人様のご宿泊に限ります。
・ご予約はお電話にて承ります。

ギンザ ビュー ステイ

リビングルーム 主賓室のベッドルーム

最大4名様

客室タイプ（1室料金）　1日2室限定

プレステージ スイート ステイ
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イベント（東京）

12月23日（金・祝）
　   24日（土）
ディナー 18：00より　
ショー 　19：30より
お1人様　46,300円
会場　本館2階 孔雀の間 

予約受付開始　
10月5日（水）　
10：00より

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）

総料理長 田中健一郎の夕べ2016 ～フランス料理とセレナード～
9月9日（金）、11月18日（金）  食前酒 18：30より　お食事 19：00より
36,000円　　　　　　33,000円 
※サービス料・消費税込。
※男性のお客様はジャケット・ネクタイの着用をお願いしております。

会場　本館4階 桜の間
内容　お料理・食前酒・ワイン、生演奏、お土産付 ※すでに予約受付中につき、満席の場合はご了承ください。

ワインとともに季節のメニューをお楽しみいただく、恒例の美食会です。お席はプライベートテーブルをご用意いたします。

インペリアルクラブ

Prelude プレリュード
結婚の誓いを神聖なチャペルで。
ご新郎・ご新婦おふたりのみでもご利用いただける、
挙式と記念写真がセットになったシンプルなプランです。

2017年3月31日（金）までの平日、または仏滅の土・日・祝日
2名様 430,000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。

内容　キリスト教挙式、衣裳（ご新郎・ご新婦ともに1点ずつ）、美容・着付、
　　　スタジオ写真（2ポーズ）、介添

■神前挙式をご希望の場合には、追加料金90,000円（消費税込）にて承ります。
■美容着付には、ヘアリハーサルが含まれます。
■ご衣裳は、下記の3社からお選びいただけます。
　　　・ハツコ エンドウ ウェディングス 
　　　・タカシマヤ メゾン ド コスチューム
　　　・桂由美ブライダルサロン

■挙式会場内での撮影、レストランでのお食事、
　ご宿泊などのご要望も承ります。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） 

ウエディング担当（03）3539-8558（10：00～19：00  水曜定休 ※祝日を除く） 

七五三プラン
お子様の健やかな成長をお祝いする、個室でのお食事と写真撮影がセットとなったプランです。

10月1日（土）～12月29日（木）
3名様（大人2名、お子様1名）　137,000円（お1人様追加料金　大人31,000円　小学生以下のお子様15,500円）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　123,300円（お1人様追加料金　大人27,900円　小学生以下のお子様13,950円）
会場　宴会場　　ご利用時間　2時間
内容　フランス料理、お子様料理、お飲物、室料、卓上花、スタジオ写真（2ポーズ）
※サービス料・消費税込。
※3名様より30名様までご利用いただけます。
※予約状況によりご利用いただけない日もございます。予めご了承ください。

■お子様に千歳飴と「帝国ホテル オリジナル イヤーベア2016」（年号の刺繍入り）をご用意いたします。
■神殿でのご祈祷、お子様のご衣裳、着付け・ヘアーセット等の各種オプションもご用意しております。

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。
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12月25日（日）
ディナー 18：30より　
ショー 　19：45より
お1人様　 43,200円
　　　　　41,200円
会場　本館2階 孔雀の間

予約受付開始　
10月12日（水）　
10：00より

由紀さおり
クリスマス
ディナーショー 

谷村新司
クリスマス
ディナーショー 

インペリアルクラブ

12月22日（木）
ディナー 18：30より　
ショー 　19：45より
お1人様　 30,000円
　　　　　28,000円 
会場　本館2階 孔雀の間

予約受付開始　
9月28日（水）　
10：00より

LEGEND
クリスマス
ディナーショー 

インペリアルクラブ

インペリアルクラブ

※お料理・お飲物付。
　サービス料・消費税込。
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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「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。

※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。
※左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。

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。

上高地帝国ホテル 客室予約係 （0263）95-2006（9：00～18：00）　　　　　　 　 0120-193320

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  

イメージ

上高地帝国ホテル

特別宿泊プラン
山の魅力を存分に味わえる、
山岳リゾートステイはいかがですか。

【ご利用期間】 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

［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24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）

インペリアルクラブ

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

帝国ホテルプラザ 東京　オータムフェア 2016
「恋する」をテーマに、この秋、大人の女性の感性を刺激するファッションのご紹介や、トークショーを開催いたします。

9月16日（金）～10月2日（日）  11：00～19：00

●林真理子トークショー ［A］
9月16日（金）　14：00～15：00（60分）　
観覧無料　100名様（抽選）
人気作家 林真理子氏が、「恋愛小説を書く場合」と題し、
女性のための自分らしい生き方を、ときめく「恋」の
話を交えながら語ります。

●犬走比佐乃ファッショントークショー ［B］　
10月1日（土）　①13：30～　②15：30～（各回40分）
観覧無料　各回50名様（抽選）
人気スタイリスト マダム犬走が、ファッションショーとともに、
この秋のトレンドや着こなしのポイントをレクチャーいたします。
また、今回初めて、ご観覧のみなさまへのファッションアドバイスも
行います。

【トークショーお申し込み方法】郵便番号、住所、氏名、電話番号、ご希望のイベント
名（［B］はご希望の時間帯）、参加人数を明記の上、ハガキにてお申し込みください。
帝国ホテルプラザのWEBサイトからもお申し込みいただけます。
締切　［A］ 8月31日（水）必着／［B］ 9月7日（水）必着　
宛先　〒100-0011 千代田区内幸町1-1-1 帝国ホテルプラザ東京IN係
※ご当選の方には、開催日の10日前までに招待状をお送りいたします。

帝国ホテルアーケード　オータムフェア 2016
季節のアイテムや小物など、お気に入りを探してみてはいかがですか。

9月16日（金）～19日（月・祝）  10：00～19：00　
紳士服や婦人服、バッグにジュエリーなど、さまざまな店舗が揃う帝国ホテルアーケードで
4日間の特別セールを開催いたします。
※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。　

●お子様たちのファッションショー　
10月2日（日）　
11：30～12：00　
観覧無料　
ヨーロッパの子供服の新作
ファッションショーを開催いたします。
モデルとしてご出演していただく
お子様を募集いたします。
（先着30名様）
【お申し込み・お問い合わせ】 
「世界の子供服 マ・メール」4階　（03）5157-1577

●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。
カードの枚数に応じて、
旬のフルーツをはじめ、
帝国ホテルのスイーツや
お食事券などをプレゼント
いたします。※一部除外店舗、
除外商品がございます。

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。※一部除外店舗がございます。
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【ご宿泊のご予約】
予約受付開始　9月4日（日）
一般のお客さま　10：00より
 　　　　　　  　9：00より
※「お正月プラン」にてご宿泊のお客さまは、宿泊予約と同時にイベント・レストランのご予約も承ります。

【イベントのみのご予約】
予約受付開始　　　　 　 9月6日（火）　10：00より　　

2017年1月3日（火）開催 新春スペシャルイベントのみ
                              　9月7日（水）　10：00より

19

　　　   第12回 帝国ホテル 大阪料理長 永井明が贈る
　　   フランス料理の夕べ
秋を彩る特撰メニューをお届けいたします。
生演奏の調べとともに、優雅な晩餐のひとときをお楽しみください。

11月18日（金）　18：30～21：00 （予定）
35,000円　　　　　　33,000円
会場　5階 吉野の間
※お料理・お飲物、サービス料・消費税込。※男性はジャケット着用をお願いいたします。
※お席はプライベートテーブルをご用意いたします。※12歳以下のお子様および乳幼児同伴の方はご遠慮ください。

　　　　 2017年 帝国ホテルのお正月「お正月プラン」
年末年始、帝国ホテルで贅沢なホテルステイはいかがでしょうか。
ご家族で楽しめる、さまざまなイベントをご用意しております。

12月31日（土）～2017年1月3日（火）

Christmas & Year End Dinner  Show 2016 クリスマス＆イヤーエンドディナーショー 2016

ご宿泊／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

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

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

帝国ホテル 大阪　宴会イベント係 （06）6881-4650（10：00～20：00） ※記載料金には、お料理・お飲物、サービス料・消費税が含まれています。　 ※（　）内は　　　　　　   特別料金です。※全席指定、会場内は全席禁煙。※食材によるアレルギーのあるお客さまは予め係にお申し出ください。

イベントのみ／宴会イベント係 （06）6881-4650（10：00～20：00）

イベント

イベント

ご宿泊＆イベント

鈴木聖美＆桑野信義 
12月13日（火）
ディナー 18：30より　
ショー 　20：00より
お１人様　36,000円（34,000円）　
予約受付中

郷ひろみ 
12月20日（火）
①ディナー 17：00より　ショー 18：15より　
②ディナー 20：30より　ショー 21：45より
お１人様　42,000円（40,000円）　
予約受付開始 8月29日（月）

髙橋真梨子 
12月14日（水）、15日（木）
ディナー 18：30より　
ショー 　20：00より
お１人様　42,000円（40,000円）　
予約受付中

綾戸智恵 
12月24日（土）
ディナー 18：30より　
ショー 　20：00より
お１人様　36,000円（34,000円）　
予約受付中

鈴木雅之 
12月25日（日）
ディナー 17：30より　
ショー 　19：00より
お１人様　42,000円（40,000円）　
予約受付開始 9月5日（月）

秋川雅史 
12月26日（月）
ディナー 18：30より　
ショー 　20：00より
お1人様　39,000円（37,000円）　
予約受付開始 8月22日（月）

帝国ホテル大阪で、華やかな　クリスマスの夜をお過ごしください。

◎ご予約は受付開
　始日の10：00より
　お電話にて承り
　ます。
　 ※その翌日よりご来館、
　　 およびインターネット
　　 にてご予約を承ります。

◎前日または当日に
　ご利用いただける
　特別宿泊料金を
　ご用意しています。

インペリアルクラブ

予約受付開始　9月16日（金） 10：00より
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■ご朝食は、ルームサービス
　にて「すぬーパン」付の
　「スヌーピー・スペシャル
　ブレックファスト」をご用意
　いたします。
■「ドアマン・スヌーピー」
　オリジナルマグボトルと
　チャーム付ミニバッグを、
　お1人様につき1セット
　プレゼントいたします。
■ご夕食は「フライング
　トマト カフェ」（2階）にて、
　「スヌーピー・スペシャル
　コースディナー」を
　ご用意いたします。

　　 SNOOPYハロウィンステイ
10月1日（土）～31日（月）　3日前までに要予約

　　 1人旅贅沢プラン〈女性限定〉
9月15日（木）～11月15日（火）　3日前までに要予約

　　　　　　　　  3世代ファミリーステイ
　　　　　　　　　 ご家族3世代で、快適なホテルライフはいかがですか。お孫様と、楽しいひとときをお過ごしください。

　　　　　　　　　  9月1日（木）～10月31日（月）
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帝国ホテル大阪
ご宿泊

ご宿泊 ご宿泊

ウエディング

■広 と々したスイートルームと、スイートルームの隣のお部屋をご用意
　いたします。
■ご朝食は「大阪 なだ万」（24階）の和定食、「フライング トマト カフェ」（2階）
　 の和洋ブフェ、洋定食に加え、ルームサービスもお選びいただけます。
■駐車場を無料でご利用いただけます。
■ご夕食はルームサービスにて、帝国ホテル伝統のシャリアピンステーキ
　をメインに含む、コースディナーをお届けいたします。

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

2室4名様ご利用
1名様　28,500円より

客室タイプ（2室料金）　1日1組限定
レギュラーフロア パークスイート（100㎡）+
レギュラーフロア スタンダード（38㎡）
※1泊夕・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 40,000円より
客室タイプ（1室料金）　1日1室限定　
インペリアルフロア デラックス（40㎡）

帝国ホテル 大阪　ウエディングフェア 
秋のウエディングウィーク
帝国ホテルの伝統料理試食や憧れのドレス試着、
華やかなドレスショーなど、
「インペリアルエレガンス」の魅力がわかるフェアを
連日開催いたします。

9月17日（土）～25日（日）※9月20日（火）、21日（水）を除く。　
10：00～、13：00～　要予約・一部有料
※9月24日（土）のみ10：00～、13：00～、16：30～の3部制。

受付　1階 ブライダルサロン
※初めてご来館の、挙式・披露宴をご検討のカップルに限らせていただきます。

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

■ご朝食は、ルームサービスにて「マリリン・モンロー・ブレックファスト」を
　お召し上がりいただけます。マリリン・モンローが1954年に来日した
　際、帝国ホテルでオーダーした朝食です。 
■お1人様につき1点「フレグランスボックス」をプレゼントいたします。
　「インペリアルフレグランス［桜］」オイル付です。ご自宅でも香りを
　お楽しみください。
■「レインボーラウンジ」（23階）にて、お客さま
　のお好みに合わせたカクテルを1杯
　おつくりいたします。※満席の場合は、「オールド
　 インペリアルバー」（2階）にてご案内させていただきます。

■資生堂エリクシールの洗顔・クレンジング・
　乳液・化粧水セットをご用意いたします。

◎追加料金（15,000円）にて、ミストサウナが
　付いたジュニアスイート（60㎡）にご宿泊
　いただけます。

〈婚礼メニュー食べ比べ試食会＆人気演出体験フェア〉
9月17日（土）、25日（日）　ペア　3,000円

〈婚礼メニュー無料試食付相談会〉
9月18日（日）、23日（金）、24日（土）
〈ウエディングドレスショー＆無料試食フェア〉
9月19日（月・祝）
〈「ザ トリート ドレッシング」ドレス試着＆無料試食フェア〉
9月22日（木・祝）

2名様 56,000円
客室タイプ（1室料金）
レギュラーフロア スーペリア（40㎡）
※1泊夕・朝食付。サービス料・消費税込。
※土曜・休前日はお1人様につき3,000円の追加となります。

※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。

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

◎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。
◎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。
◎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。 

左記の他にも、
「婚礼メニュー試食付相談会」を開催しております

9月3日（土）、4日（日）、10日（土）、11日（日）　
受付　1階 ブライダルサロン
内容　婚礼メニュー試食会、モデルルーム、模擬挙式、
　　　相談会　他
※内容は日程により異なります。
※初めてご来館の、挙式・披露宴をご検討のカップルに限らせていただきます。
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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

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）

◎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。詳しくはお問い合わせください。

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】　
洗練された快適な空間での、リゾートライフはいかがですか。

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泊料金］
オーシャンビュー　＄286～$355　
　　　　　　　  ＄266～$345
※1泊朝食付。ハワイ州税（4.712%）およびホテル利用税（9.25%）別。 
■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。
インペリアルクラブ

　　 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。

【宿泊期間】 2017年3月31日（金）まで  ※12月31日（土）～2017年1月2日（月・休）を除く。

東京

　 スイートルーム早期予約優待料金 
21日前までのご予約で、お1人様につき10,000円を優待料金より
割引いたします。

【宿泊期間】 10月31日（月）まで  平日限定

大阪

【タワー館】スタンダード（31㎡）
【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
2名様

客室タイプ（1室料金）
45,000円
63,000円
73,000円

レギュラーフロア　パークスイート（100㎡） 2名様 74,500円 → 54,500円
客室タイプ（1室料金）　1日3室限定 

※1泊室料。サービス料・消費税込、宿泊税別。

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

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  1日10室限定
日頃の感謝の気持ちを込めて、ご案内期間を延長いたします。
【宿泊期間】 2017年3月31日（金）まで
　　　　　 ※12月30日（金）～2017年1月15日（日）を除く。
【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。

※1泊室料。サービス料・消費税込。

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
※12月28日（水）～2017年1月2日（月・休）を除く。       

上記期間中、オーシャンビュープライム（海側11階～
18階 正規料金＄397）のお部屋を特別料金＄259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。

◎お1人様あたり2,500円の追加で、ご朝食付プランにご変更いただけます。

ハワイ（ハレクラニ・ワイキキパークホテル）

【インペリアルクラブ会員限定
 ハレクラニ スイートルームプロモーション】 

12月20日（火）まで
※空室状況により、ご利用いただけない場合がございます。

［1室1～2名様ご利用　1泊料金］
・プールビュースイート
・ラグジュアリースイート
・ダイヤモンドヘッドスイート　

ご予約時に全額前払いただきますと、期間限定で
下記をご提供する特別プロモーションです。

■毎朝食（お1人様通常＄36）
■ストッチリムジンでの空港送迎（通常＄347）
■スパハレクラニでのロミロミマッサージ
　（お１人様通常＄185）

※ハワイ州税（4.712％）、およびホテル利用税（9.25％）別。
※4泊以上からご利用いただけます。
※ご予約時に全額前払をお願いいたします。
　お支払後ご予約を変更・取消しされる場合、
　前払金は一切返金できかねますのでご了承ください。

ハレクラニ　宿泊プラン 【サンライズ パッケージ】　
気品あふれる空間で、穏やかなひとときをお過ごしください。

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泊料金］
オーシャンビュー　＄775～$870
　  　　　　　　＄702～$788
※1泊朝食付。ハワイ州税（4.712％）、およびホテル利用税（9.25％）別。

インペリアルクラブ

インペリアルクラブ

＄1,365
＄1,820
＄2,230

ダイヤモンドヘッドスイート

【タワー館】スタンダード（31㎡）
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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。※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（9：00～18：00 ）　　　　　　 　 0120-193320

［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〉
帝国ホテルではこのたび、エリザベス女王陛下生
誕90周年記念を祝し、「英国フェア」を開催いた
します。静かに思索する時間を楽しむ際のスコッチ
ウイスキーや、親しい方 と々楽しめる英国ビールや
カクテルの他、駐日英国大使館監修のアフタヌー
ンティー、英国にちなんだスイーツ、パン、惣菜など
もご用意しております。
（「英国フェア」の詳細は本誌冒頭～3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。

インペリアルクラブ

◆東京も直通電話をご用意いたしました。何なりとご用命をお待ち申し上げております。［東京］（03）3539-8061（直通） ［大阪］（06）6881-4890（直通） 

　　 インペリアルクラブ セレクション

　 ワインと美食の夕べ
10月6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　「ポルトガルワインの魅力」　　
ソムリエ　竹下 修平      

毎回ご好評いただいている会員限定企画です。
「ワインと美食の夕べ」で初めて取り扱うポルトガルワインを、
みなさまにご紹介いたします。

予約受付開始　9月7日（水）　10：00より

東京

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

「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。上質な時間を
味わうことのできるハイグレードなクラブとして
ご好評いただいております。ビジネスに、
プライベートに、幅広くご活用ください。
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。

ザ クラブルームからのご案内 〈秋の感謝祭〉 東京 大阪

10月21日（金）～31日（月）※10月23日（日）、30日（日）を除く。
東京 17：30～22：30　大阪 18：00～22：30
日頃のご愛顧に感謝を込めて、期間中にご来店
いただいたザ クラブルーム会員の方々、
およびご同伴のみなさまに、グラスシャンパンを
1杯ご用意いたします。 IMPERIAL NEWSは、

環境に配慮した紙を
使用しております。

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

“天国にふさわしい館”ハレクラニで、心安らぐひとときをお過ごしください。

12月18日（日）まで　お1人様 580,000円～720,000円 ※9月10日（土）～30日（金）を除く。 
※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お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・ハレクラニで過ごす休日
ハワイ

　　　 メールマガジンのご案内
ご宿泊プランやレストランの催事情報、
会員限定のイベント等のお知らせを
メールマガジンでも配信いたしますので、
ぜひご登録ください。
詳しくはホームページ内「メールマガジンの
ご案内」をご覧ください。

※インペリアルクラブご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）

お知らせ

記載のQRコード
からもご登録
いただけます。

　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。  

会員のみなさまだけにご用意した特別料金です。

インペリアルクラブ

【ご利用期間】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

◎詳しくは、会報誌同封のご優待券をご覧
　ください。




