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株式会社東京會舘

東京會舘、クリスマスを彩るケーキの予約受付中　
2016年はマロンシャンテリーの限定版も登場！
～シュトーレンやローストチキンなども販売～

大正11年に創業し90余年にわたり日本を代表する国際的な社交場を運営する株式会社東京
會舘(所在地：東京都千代田区、代表取締役社長：藤原 幸弘)は、2016年12月15日(木)～25
日(日)の期間限定でクリスマスケーキを提供いたします。
定番のクリスマスケーキのほかにも、ホームパーティにぴったりなローストチキン、シャン
パン、プティフールなどもご用意。ご家庭でのクリスマスを華やかに彩る東京會舘の商品で
、思い出に残るクリスマスをお過ごしいただけます。

苺のクリスマスケーキ

https://mypage.atpress.ne.jp/MyPage/PrPrint/srgc/e324ccf/window/popup/pr_id/115856/#


詳細： https://www.kaikan.co.jp/special/xmas/

■クリスマスケーキ
【苺のクリスマスケーキ】
スポンジ、生クリーム、スライスした苺を贅沢に2段にサンドしたクリスマスの定番、苺の
ショートケーキです。フレッシュな苺に芳醇な香味のマラスキーノ酒とパウダーシュガーを
からませ、みずみずしさと香りを際立たせました。ふんわりとした口あたりの後、リッチな
味わいが広がります。

価格 ： 4,860円(税込)
サイズ： 直径15cm
画像 ： https://www.atpress.ne.jp/releases/115856/img_115856_1.jpg
(断面)
https://www.atpress.ne.jp/releases/115856/img_115856_2.jpg

【ブッシュ・ド・ノエル】
牛乳と生クリームをベースに卵を使用せずに作られたプディングにチョコレートを流し込み
、マーブル模様に仕上げました。モカクリームでデコレーションをした他では味わえない、
東京會舘オリジナルの一品です。東京會舘伝統の味でありロングセラーの逸品が今年も登場
します。

価格 ： ［大］5,184円(税込)、［小］3,024円(税込)
サイズ： ［大］長さ28cm、［小］長さ16cm
画像 ： https://www.atpress.ne.jp/releases/115856/img_115856_3.jpg

【クリスマスマロンシャンテリー】
＊レストラン レインボー、カフェ＆パブ マーキュリー2店舗限定販売(各店限定100個)
ホワイトクリスマスを想像させる、まばゆい生クリームの中には、金色に輝く栗が隠れてい
ます。マロンシャンテリーファンにはたまらない3個分サイズ。クリスマス限定版です。

価格 ： 2,700円(税込)
サイズ： 直径12cm
画像 ： https://www.atpress.ne.jp/releases/115856/img_115856_4.jpg

＜お渡し期間＞
2016年12月15日(木)～12月25日(日) ※3日前までにご予約ください

＜ご予約＞
お受取をご希望の営業所にご予約ください

・浜松町東京會舘 レストラン レインボー
所在地 ：東京都港区浜松町2-4-1 世界貿易センタービル39F
TEL／FAX ：03-3435-2600／03-3435-2623
お受取時間：11:30～20:30

https://www.kaikan.co.jp/special/xmas/
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・如水会館 カフェ＆パブ マーキュリー
所在地 ：東京都千代田区一ッ橋2-1-1
TEL／FAX ：03-3261-1108／03-3261-1105
お受取時間：11:00～20:30

・大手町 LEVEL XXI 東京會舘 レストラン ベラージュ
所在地 ：東京都千代田区大手町2-2-2
アーバンネット大手町ビル21F LEVEL XXI(レベル 21)
TEL／FAX ：03-5255-1519／03-5255-1516
お受取時間：11:30～20:00 ※土・日・祝日休業

・銀座スカイラウンジ
所在地 ：東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館15F
TEL／FAX ：03-3212-2775／03-3212-2778
お受取時間：11:00～21:00

・東京會舘レストラン ロッシニ
所在地 ：東京都千代田区内幸町2-2-2 富国生命ビル1F
TEL／FAX ：03-3215-2123／03-3215-2102
お受取時間：11:00～20:00
※土・日・祝日休業 ※12月24日は臨時営業いたします

・カフェ シャポー
所在地 ：東京都千代田区有楽町1-2-2 日比谷シャンテ1F
TEL／FAX ：03-3501-1345／03-3501-1345
お受取時間：11:00～19:00

・スウィートプラザ 帝劇ビル店
所在地 ：東京都千代田区丸の内3-1-1 帝劇ビルB2F
TEL／FAX ：03-3213-8007／03-3213-8007
お受取時間：10:00～20:00
※土・日・祝日休業 ※12月23日、24日は臨時営業いたします

・東京會舘 食品事業部(千石工場)
所在地 ：東京都江東区千石1-3-15 千石ビル1F ショールーム
TEL／FAX ：03-3699-0111／03-3699-0116
お受取時間：10:00～17:00

＜お問合せ＞
東京會舘 食品事業部
TEL ：03-3699-0111
受付時間：9:00～18:00

・ホームページからの受付
東京會舘ホームページ内に専用予約ページを開設しています。
https://www.kaikan.co.jp/special/xmas/cake.html

https://www.kaikan.co.jp/special/xmas/cake.html


※店舗により休業日などお受取いただけない曜日もございます。
※写真はすべてイメージで商品と異なる場合がございます。
※店舗により、早期販売終了となる場合がございます。

■その他クリスマスおすすめ商品
ホームパーティやプレゼントにもおすすめの、ローストチキンやクリスマススイーツもご用
意しています。

【シュトーレン】
木の実やスパイスがたっぷり詰まった、ブーランジェ風のクリスマスパンです。赤いパッケ
ージでプレゼントにもおすすめです。

価格 ： 2,600円(税込)
重量 ： 470g
お渡し期間： 12月1日(木)～25日(日)
画像 ： https://www.atpress.ne.jp/releases/115856/img_115856_5.jpg

【ローストチキン】
＊レストラン レインボー(浜松町東京會舘)、カフェ＆パブ マーキュリー(如水会館)限定
オーブンで1時間じっくりと焼きました。添えられたグレービーソースをかけてお召し上が
りください。

価格 ： 4,860円(税込)
レッグ(2本より)のご用意もございます(1本 972円)。
ご予約承り期間： 11月1日(火)～12月18日(日)
お渡し期間 ： 12月15日(木)～25日(日)
画像 ： https://www.atpress.ne.jp/releases/115856/img_115856_6.jpg
(レッグ)
https://www.atpress.ne.jp/releases/115856/img_115856_7.jpg
※3日前までにご予約ください。

【ソムリエおすすめシャンパン：
テタンジェ ブリュット レゼルヴ 750ml、テタンジェ ノクターン 750ml】
＊ロッシニ(富国ビル営業所)限定
・テタンジェ ブリュット レゼルヴ デリケートな果実や蜂蜜の味わいが楽しめる辛口。
・テタンジェ ノクターン 甘美なフレーバーに溢れ、まさに「夜想曲」を思わせるノクター
ン。

価格 ： テタンジェ ブリュット レゼルヴ 6,700円(税込)
テタンジェ ノクターン 8,000円(税込)
お渡し期間： 12月1日(木)～24日(土)
※土・日・祝日休業 12月24日(土)は営業
画像 ： (テタンジェ ブリュット レゼルヴ)
https://www.atpress.ne.jp/releases/115856/img_115856_8.jpg
(テタンジェ ノクターン)
https://www.atpress.ne.jp/releases/115856/img_115856_9.jpg
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＜新商品＞【プティフール・ド・ノエル】
＊販売店舗はクリスマスケーキと同様
クリスマスをイメージしたプティフールはこの時期のプレゼントやホームパーティに大活躍
。幸せを分かち合えるよう願いをこめたプティフール5種類をご用意しました。

商品内容： パウンドケーキ(ノエルプレート付)、
カットパウンドケーキ(メープルオレンジ)、
ソフトクッキー(カシス、マロン、プラリネ)
価格 ： 各2,700円(税込)
販売期間： 12月1日(木)～25日(日)
画像 ： https://www.atpress.ne.jp/releases/115856/img_115856_10.jpg

■東京會舘について
東京會舘本舘は、建替えのため2015年1月末日で一度クローズしました。建替え後、新本舘
での営業は2019年に再開する予定です。本舘休館中におきましても、東京會舘グループの
各営業所にて、本舘の変わらぬ味とサービスをお楽しみいただけます。

■会社概要
社名 ： 株式会社東京會舘
所在地 ： 〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目2番1号
代表 ： 代表取締役社長 藤原 幸弘
創業 ： 大正11年(1922年)11月1日
事業内容： 宴会・結婚式場・レストランの経営、
洋菓子・パンの食品製造・販売等
URL ： https://www.kaikan.co.jp

■本件に関するお問い合わせ
株式会社東京會舘
広報担当： 雪野
TEL ： 03-3215-2111(代)
FAX ： 03-3215-5606
MAIL ： j_yukino@kaikan.co.jp
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