報道関係各位
2017 年 11 月 9 日
フィンランドよりサンタクロース財団公認サンタクロースが来日！
ロイヤルパークホテル ザ シリーズ 5 ホテルのレストランでフィンランド料理を楽しむ

あわてんぼうのサンタクロースがやってくる！
一足早いフィンランドのクリスマス

株式会社ロイヤルパーク ホテルマネジメント（所在地：東京都千代田区大手町1-6-1 取締役社長
江畑 要）は、2017年12月1日(金)～12月15日(金)の間「ロイヤルパークホテル ザ シリーズ」の全国5ホテル
のレストランで、期間限定イベント「あわてんぼうのサンタクロースがやってくる！一足早いフィンランドのクリス
マス」を実施いたします。
フィンランドのクリスマスをテーマに、各ホテルのレストランでは
特別メニューの提供、サンタクロース財団公認のサンタクロース
のグリーティング、そしてフィンエアー航空券やロイヤルパークホ
テル ザ シリーズの宿泊券が当たるプレゼントキャンペーンなど
3つの企画をご用意いたします。一足早く心ときめくクリスマスを、
ロイヤルパークホテル ザ シリーズでぜひお楽しみください。
<参加ホテル/レストラン>
・ロイヤルパークホテル
・ロイヤルパークホテル
・ロイヤルパークホテル
・ロイヤルパークホテル
・ロイヤルパークホテル

※写真はイメージです。

ザ
ザ
ザ
ザ
ザ

汐留/オールデイダイニング「ハーモニー」 https://www.rph-the.co.jp/shiodome/
羽田/レストラン＆バー「テイルウィンド」 https://www.rph-the.co.jp/haneda/
名古屋/カジュアルダイニング「ムッシュいとう」https://www.rph-the.co.jp/nagoya/
京都/レストラン「京都洋食 ムッシュいとう」 https://www.rph-the.co.jp/kyoto/
福岡/レストラン「オクタカフェ」 https://www.rph-the.co.jp/fukuoka/

株式会社ロイヤルパーク ホテルマネジメント 〒100-0004 東京都千代田区大手町 1 丁目 6 番 1 号 大手町ビル TEL.03-5224-6200 FAX.03-5223-8671
ROYAL PARK HOTEL MANAGEMENT
Otemachi Building 6-1, Otemachi 1 Chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-0004 TEL.+81-3-5224-6200 FAX.+81-3-5223-8671
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期間限定！フィンランドのお料理をご用意します

素材の味をいかした素朴で温かみのあるお料理が各レストラ
ンに登場します。日本ではお召し上がりいただく機会の少ない
フィンランドの味をお試しください。
■提供期間: 2017年12月1日(金)～12月15日(金)
※写真はイメージです。

❄❄❄❄❄ スペシャルメニュー ❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
★ニシンの酢漬け マッシュポテト添え
北欧のクリスマスの食卓に欠かせない甘酸っぱい一品です。
★サーモンクリームスープ
フィンランドの代表的な家庭料理。寒い季節にぴったりのスープです。
★パラパイスティ(フィンランドの煮込み料理)
じっくり煮込んで肉のうまみを引き出したフィンランドのビーフシチュー。
★ベリータルト リンゴンベリーのジャム添え
北欧諸国で豊富に自生するベリーを使ったデザートは、フィンランド料理の定番。
❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
■ご料金と提供メニュー：
～ラ
ランチブッフェのメニューに登場します～

ロイヤルパークホテル ザ 汐留 「ハーモニー」

平日 大人\3,210

小学生\1,610 土・日・祝日 大人\4,160

小学生\2,080 (税サ込)

ロイヤルパークホテル ザ 福岡 「オクタカフェ」 ※ニシンの酢漬け マッシュポテト添えを除く

ランチブッフェ 大人\1,306

小学生\653 (税サ込)

～ランチ・ディナータイムにセットメニューをご用意します～
～

ロイヤルパークホテル ザ 羽田「テイルウィンド」

フィンランドのクリスマス スペシャルセット (スープ、サーモンサラダ、パラパイスティ、パン) \2,000(税込)
～ディナータイムにワンプレート・アラカルトでご用意します～
～

ロイヤルパークホテル ザ 名古屋「ムッシュいとう」 ロイヤルパークホテル ザ 京都「京都洋食 ムッシュいとう」

フィンランドのクリスマス ワンプレートメニュー

\2,000(税込)

(ニシンの酢漬け、サーモンクリームスープ、パラパイスティ)

※ベリータルトはアラカルトでご注文いただけます。

※写真はイメージです。
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サンタクロース財団公認サンタクロースがフィンランドからやってくる！

フィンエアー(フィンランド航空)のご協力のもと、サンタクロース財団公認のサンタクロースがフィンランドか
ら来日し、期間中「ロイヤルパークホテル ザ シリーズ」を巡って皆様をお迎えします。サンタクロースとの記
念撮影は、お子様はもちろん大人にとっても特別な思い出になること間違いなしです！
サンタクロース訪問スケジュール
ロイヤルパークホテル ザ 汐留「ハーモニー」
12月9日(土) 11時30分～ 13時30分～
ロイヤルパークホテル ザ 羽田「テイルウィンド」
12月2日(土) 12時00分～
ロイヤルパークホテル ザ 名古屋「ムッシュいとう」
12月4日(月) 19時00分～
ロイヤルパークホテル ザ 京都「京都洋食 ムッシュいとう」
12月9日(土) 18時30分～
ロイヤルパークホテル ザ 福岡「オクタカフェ」

※写真はイメージです。

12月13日(水) 11時30分～
※スケジュールは2017年11月9日時点での予定です。予告なく変更になる場合がございますので予めご了承ください。

【レストランのご予約・お問合せ】
・ロイヤルパークホテル ザ 汐留/ 03-6253-1130 (レストラン予約/受付時間 10時00分～19時00分)
・ロイヤルパークホテル ザ 羽田/ 03-6830-1101 (レストラン直通)
・ロイヤルパークホテル ザ 名古屋/ 052-300-1117 (レストラン直通)
・ロイヤルパークホテル ザ 京都/ 075-241-1144 (レストラン直通)
・ロイヤルパークホテル ザ 福岡/ 092-414-1131 (レストラン直通)
★サンタクロースのグリーティング対象日にご予約いただいたお客様の中から、先着で 300 組の方に
フィンエアーの 2018 年卓上カレンダーをプレゼントいたします。

3

抽選でフィンエアー往復航空券やロイヤルパークホテル ザ シリーズホテルの宿泊券が当たる！
スペシャルメニューをお召し上がりいただいたお客様へのクリスマスプレゼントとして、フィンエアー往復航

空券やホテル宿泊券が当たるキャンペーンを実施いたします。
A賞 ： フィンエアー エコノミークラス往復航空券 1組2名様 (国内就航都市～ヘルシンキ)
B賞 ： ロイヤルパークホテル ザ シリーズ ご宿泊券 合計5組10名様
特別賞： A賞・B賞にもれた方の中から抽選で5名様にフィンエアー コレクタブルA340(1/250スケール)
飛行機モデルをプレゼントいたします。
※応募にあたっては注意事項がございます。詳しくは当社HP(https://www.rph-the.co.jp/)にてご確認ください。
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❄

ロイヤルパークホテル ザ 汐留限定
【1日3組限定】あわてんぼうのサンタクロースがプレゼントを持ってやってくる！宿泊プラン(朝食付)

ちょっと早めのクリスマス！サンタクロース財団公認のサンタクロースがお部屋を訪問しプレゼントをお届
けします。一緒に記念撮影もできる宿泊プランです。小学生までのお子様は無料でご宿泊いただけますの
で、ファミリーでのご利用におすすめです。
◇ ご宿泊日： 2017 年 12 月 2 日(土)、8 日（金）の 2 日間限定
◇ ご料金 ：お一人様あたり (1 室 2 名様ご利用時 ※小学生以下のお子様 1 名分は人数に含みません。)
12 月 2 日（土）のご宿泊
スタンダードキング

(25.9 ㎡) ￥15,660

ジュニアスイートキング/ツイン

(56.8 ㎡) ￥25,380

12 月 8 日（金）のご宿泊
スタンダードキング

(25.9 ㎡) ￥13,770

ジュニアスイートキング/ツイン

(56.8 ㎡) ￥20,790

※上記料金には消費税、サービス料が含まれております。
東京都宿泊税は別途申し受けます。
※写真はイメージです。

◇ プラン内容 ： ご宿泊代及びスパークリングワインとお菓子はプラン料金に含まれます。
★サンタクロースがお部屋へプレゼントをお届けします。（フィンランドの人形とお菓子、1 室あたり各 1 個）
ご一緒に記念撮影もしていただけます。
※お部屋へ伺うお時間は、18 時 00 分～19 時 00 分の間です。 (※お時間のご指定は承れません。予めご了承ください。)
※ご希望があればお客様がご持参いただいたプレゼントも一緒にお届けいたします。事前にホテルへご連絡ください。
※記念撮影をするカメラは各自ご持参ください。

★お部屋にスパークリングワインをご用意いたします。
★ご朝食は「ハーモニー」和洋食ブッフェ、「XVIN」中華ブッフェ、「チャヤマクロビ」プレートメニューからお
選びいただけます。
★小学生以下のお子様１名様分のご朝食とお子様用アメニティ(歯ブラシ・スリッパ)を無料でご用意いたします。
※ジュニアスイートはエキストラベッドをご用意いたします。スタンダードルームは添い寝にてご利用ください。

【ご予約】 ロイヤルパークホテル ザ 汐留ウェブサイトより承ります。 https://www.rph-the.co.jp/shiodome/
尚、スペシャルメニューの売上の一部を公益社団法人チャンス・フォー・チルドレンに寄付させていただきます。
公益社団法人チャンス・フォー・チルドレン
東日本大震災での被災や家庭の事情によって、経済的な困難を抱える子どもたちに、学習塾や習い事などで利用で
きる学校外教育クーポンを提供し、子どもたちの教育の機会を支えています。

■協力 ： フィンエアー(フィンランド航空) 、サンタクロース財団

■後援 ： フィンランド大使館 商務部

本件に関するお問合せ先
株式会社ロイヤルパーク ホテルマネジメント
URL：https://www.rph-the.co.jp/
業務統括部 営業企画課 広報担当 木村・高木・瀬川
TEL：03-5224-6200(代表) FAX：03-5223-8671 E-mail：m-takagi@rph-the.co.jp
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