NEWS RELEASE
2021年04月15日
ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ

感謝の一日を思い出深く演出する、シェフ自慢のお料理と寛ぎの空間でお母様と素敵なひとときを過ごす

日頃の感謝を込めてランチ＆ディナー「母の日プラン」

期間：2021年5月31日（月）まで

場所：ファインダイニング ラ･プロヴァンス、鉄板焼 匠他 全7店舗

お花のギフトと旬の食材を使ったお料理やアフタヌーンティーとともに、感謝の気持ちを贈るプランを販売

ホテル インターコンチネンタル 東京ベイ（所在地：東京都港区海岸1丁目16番2号、総支配人：山田 弘之）では、全レスト
ラン＆ラウンジにて5月9日の母の日に向けて「母の日 プラン」を販売いたします。
各レストランのプランには乾杯酒やメッセージを添えたデザート、またお食事後の記念写真のプレゼントを特典としてお付
けし、思い出に残るシーンを演出します。母の日には欠かせないお花は、花束またはアレンジメントフラワーの2タイプからお
選びいただけます。また、マンハッタンでは、イスラエル発のボディケアブランド「SABON」のアメニティが付いたアフタヌーン
ティープランもご用意いたしました。
日頃の感謝の気持ちを込めて、美味しいお食事や美しいベイサイドの景色とともに過ごす極上の時間を、お母様にプレゼ
ントされてはいかがでしょうか。
------------------------------------------------------------------------ ＜概 要＞ -------------------------------------------------------------------------

【期間】 2021年5月31日（月）まで
【場所】 ファインダイニング ラ・プロヴァンス（1F）
ランチ11:30～14:30（L.O.）／ディナー17:30～21:00（L.O.）
鉄板焼 匠（1F）
ランチ11:30～14:30（L.O.）／ディナー17:30～21:00（L.O.）
イタリアンダイニング ジリオン（1F）
ランチ11:30～14:30（L.O.）／ディナー17:30～21:00（L.O.）
レインボーブリッジビューダイニング&シャンパンバー マンハッタン（6F） 11:30～16:30（L.O.14:30）
シェフズ ライブ キッチン（3F）
ランチブッフェ11:00～14:30／ディナーブッフェ17:30～22:00
＊L.O.は閉店時間の15分前
ハドソンラウンジ（1F） 10:30～22:00（L.O.21:30）
ニューヨークラウンジ By インターコンチネンタル 東京ベイ（1F）
11:30～21:30（L.O.19:30）

※当面短縮営業となりますので、詳しくはホームページをご確認ください。 www.interconti-tokyo.com/info/info202004.html

【料金】 ＊料金は税金込み・サービス料別
ファインダイニング ラ・プロヴァンス
ランチ 1名様 ￥5,500～ ／ ディナー 1名様 ￥9,900～
鉄板焼 匠
ランチ 1名様￥10,434 ／ ディナー 1名様 ￥16,347
イタリアンダイニング ジリオン
ランチ 1名様 ￥5,280～ ／ ディナー 1名様 ￥8,250～
レインボーブリッジビューダイニング&シャンパンバー マンハッタン アフタヌーンティー 1名様 ￥6,522～
シェフズ ライブ キッチン
ランチブッフェ
ディナーブッフェ
平日 ／
大人￥6,087～ 子供￥2,200
大人￥7,392～ 子供￥3,190
土日祝 ／
大人￥6,522～ 子供￥2,530
大人￥7,826～ 子供￥3,520
ハドソンラウンジ アフタヌーンティー ￥6,523 ｜ニューヨークラウンジ アフタヌーンティー ￥7,653
【ご予約・お問い合わせ】
03-5404-7895（ラ・プロヴァンス／鉄板焼 匠／イタリアンダイニング ジリオン、ニューヨークラウンジ）
03-5404-2246（シェフズ ライブ キッチン） ｜ 03-5404-7894（ハドソンラウンジ）
03-5404-3925（マンハッタン ※受付時間：平日12:00-18:00）
【URL】 https://www.interconti-tokyo.com/restaurant/plan/mothersday.html
［添付資料］各レストランの母の日プラン内容、新型コロナウイルス感染症への当ホテルの取り組み、インターコンチネンタルホテルズ＆リゾーツについて

＜各レストランの母の日ランチ＆ディナープラン内容＞
ファインダイニング ラ・プロヴァンス / 1F
芸術性に富んだ前菜＜パレット・アート・オードヴル＞や選べるメインディッシュ、デザートは、
エグゼクティブパティシエ特製のアフタヌーンティーデザートをご堪能頂けます。
＜URL＞ https://www.interconti-tokyo.com/restaurant/la-provence/plan/lp-mothersday.html
◆ ランチプラン
①プレミアムコース アフタヌーンティーデザート付 本格フレンチ＋乾杯酒＋お花の贈り物
¥5,500
②ゴージャスコース 熟成牛×フォアグラ×アフタヌーンティーで至極ランチ＋豪華お花のプレゼント ¥8,250
◆ ディナープラン
①プレミアムコース オマール海老×フランス産鴨肉 本格ディナー＋乾杯酒＋お花のプレゼント
¥9,900
②ゴージャスコース オマール海老×熟成牛×フォアグラ本格ディナー＋乾杯酒＋豪華お花のプレゼント ¥13,200
＜内容＞
・お花の贈り物「アレンジメント」または「花束」にてご用意
・メッセージ入りデザートプレート ～ご希望のメッセージを添えて～
・グラスシャンパン（お一人様1杯）
・お料理（プレミアムランチ例）
「カシ」コース
【前菜1】 パレット・アート・オードブル～南仏プロヴァンスより五種の味覚～
【前菜2】 旬の鮮魚と野菜のマリネ
【メイン料理】 氷温熟成牛ロース肉とフォアグラのロッシーニ
【デザート】 ヴァローナチョコレートアフタヌーンティーデザート
【メッセージプレート】 ～ご希望のメッセージを添えて～
【お飲物】 ハーブティーまたは コーヒー、紅茶など10種類の中からお選び頂けます
（カモミール、ジャスミン、マドモワゼルグレイなど）

ラ・プロヴァンスの内観

お花の贈り物や乾杯酒イメージ

鉄板焼 匠 / 1F
スパークリングワインで乾杯した後は、シェフの匠な技で織りなす、素材の良さを生かした焼き加減で提供する
お料理の数々をお楽しみください。デザートは、雰囲気を変えて隣接するラウンジにてお過ごしいただけます。
＜URL＞ https://www.interconti-tokyo.com/restaurant/takumi/plan/takumi-mothersday.html
◆ ランチプラン
メッセージプレート＆お花の贈り物に想いを込めておおいた和牛特別コース ¥10,434
◆ ディナープラン
メッセージプレート＆お花の贈り物に想いを込めて伊勢海老＆特選和牛のWメインコース ￥16,347
＜内容＞
・お花の贈り物「アレンジメント」または「花束」にてご用意
・メッセージプレート ～ご希望のメッセージを添えて～
・グラス スパークリングワイン（お一人様1杯）
・お食事（ランチプラン例）
-鉄板アミューズ 匠スタイル 焼きトマト
-真鯛のグリル 季節のソースで
-本日の焼き野菜
-おおいた和牛ロース100g
～匠 特製コラーゲン入りジュレでお召し上がりいただきます～
-匠 特製釜揚げシラスと大葉の炒めご飯 梅の香り
-アトリエ デセールより パティシエ特製アイスクリームとプティガトーワゴン
鉄板焼 匠の内観

おおいた和牛フェアを開催

イタリアンダイニング ジリオン / 1F
見た目にも楽しい、食べて美味しい、免疫力アップを意識した色鮮やかなハイティーオードブルから始まる
贅沢パスタコースを母の日のプレゼントにご用意いたしました。
＜URL＞ https://www.interconti-tokyo.com/restaurant/zillion/plan/zillion-mothersday.html
◆ ランチプラン
①【母の日プレミアム】 パスタコース＆アフタヌーンティースタイルデザート 乾杯酒付き＆お花のプレゼント ¥5.280
②【母の日ゴージャス】 パスタ・メイン＆アフタヌーンティースタイルデザート 乾杯酒付き＆お花のプレゼント ¥7.150
◆ ディナープラン
①【母の日プレミアム】 イタリアンコース＋乾杯酒＋ホールケーキ＆お花のプレゼント ¥8,250
②【母の日ゴージャス】 ゴージャスコース＋乾杯酒＋オマール海老・ズワイガニパスタ＆お花プレゼント ¥10,450
＜内容＞
・お花の贈り物「アレンジメント」または「花束」にてご用意
・メッセージプレート ～ご希望のメッセージを添えて～
・グラス ロゼスパークリングワイン（お一人様1杯）
・お食事（プレミアムランチ例）：
NYイタリアンパスタコース
【前菜】免疫力アップを意識した豪華3段ハイティーオードブル
【スープ】本日のスープ
【選べるパスタ】─1品お選びください─
・リゾット ヴェルドゥーラ（春野菜のリゾット）
ジリオンの内観
・ン・ドゥイヤ風味のアラビアータ トロフィエ
・牛ホホ肉とたっぷり香味野菜の入った特製ボロネーゼ
・ボロネーゼ ジリオンスタイル ソテーしたコーンをたっぷりと添えて（お子様向け）
・桜エビとオマールビスクのペペロンチーノ（+￥880 税込サ別）
・アスタキレッド卵トリュフのカルボナーラスパゲティ（+￥1320 税込サ別）
【デザート】ヴァローナチョコレートアフタヌーンティーデザート
【お飲物】ハーブティー または コーヒー、紅茶など
約10種類の中からお選びいただけます

フラワーアレンジメントと乾杯酒 イメージ
ハドソンラウンジ / 1F
シャンパンで乾杯した後は、HAPPYイースターアフタヌーンティーセットを堪能、
カーネーションのテーブルアレンジメント装花、又は花束と共に、感謝の気持ちを伝えるプランをご用意いたしました。
＜URL＞ https://www.interconti-tokyo.com/restaurant/hudsonlounge/plan/hdl-mothersday.html
◆【母の日アフタヌーンティー】＋乾杯シャンパン＆お花のプレゼント＋記念撮影 ￥6,523
＜内容＞
・お花の贈り物「アレンジメント」または「花束」にてご用意
・メッセージプレート ～ご希望のメッセージを添えて～
・お写真撮影
・グラスシャンパン（お一人様1杯）
・アフタヌーンティー
HAPPYイースターアフタヌーンティー
【セイボリー】
玉ねぎのポタージュ
そら豆とミートソースのキッシュ
パテ・ド・カンパーニュとマーブルショコラのカナッペ
ハドソンラウンジ 内観
鴨のパストラミとオレンジ香るキャロットラペ
【スイーツ】
タルト・ジヴァラ・ラクテ
エクレールショコラ
ヴェリーヌ・フレーズ・オランジュ・サンギーヌ
ティラミス・カライブ
マンゴーと卵
パータタルティネ
【スコーン】
スコーンショコラ
スコーンヴァニーユ
【ドリンク】
HAPPYイースターアフタヌーンティー イメージ
コーヒー4種、アイスコーヒー、アイスカフェオレ、アイスティー、日本茶2種、
クラシックティー2種、ハーブティー2種、フレーバーティー5種、
ノンアルコールスパークリングワイン2種、ノンアルコールワイン2種、ジュース3種（計25種）

ニューヨークラウンジ / 1F
日頃のお母さまへの感謝の気持ちとして、ニューヨークラウンジで人気のアフタヌーンティーにカーネーションを
セットにしたプランをご用意いたしました。乾杯はシャンパンで、テーブルアレンジメント装花、または花束とともに
お母さまとゴージャスな空間で素敵なアフタヌーンティーをお過ごしください。
＜URL＞ https://www.interconti-tokyo.com/restaurant/the-lounge/plan/nyl-mothersday.html
◆【母の日×アフタヌーンティー】＋乾杯シャンパン＆お花のプレゼント ￥7,653
＜内容＞
・お花の贈り物「アレンジメント」または「花束」にてご用意
・メッセージプレート ～ご希望のメッセージを添えて～
・グラスシャンパン（お人様1杯）
・アフタヌーンティー
HAPPYイースターアフタヌーンティー
【セイボリー・スイーツ・スコーン】ハドソンラウンジと同様
【ドリンク】 クラシックティー3種、ハーブティー4種、フレーバーティー4種、
コーヒー4種、アイスコーヒー、アイスカフェオレ、アイスティー、
日本茶2種、中国茶3種、チョコレート（計24種）
HAPPYイースターアフタヌーンティー イメージ
HAPPYイースターアフタヌーンティー イメージ

レインボーブリッジビューダイニング＆シャンパンバー マンハッタン / 6F

世界中のファンに愛されるボディーケアコスメブランドSABON×世界的に有名なヴァローナ社のチョコレートを
使用した期間限定のアフタヌーンティーをご用意しております。大きな窓から臨むのは、レインボーブリッジをはじめとした
東京リゾートオーシャンビュー。昼下がりのひとときを、スタイリッシュで優美な空間でお過ごしください。
＜URL＞ https://www.interconti-tokyo.com/restaurant/manhattan/plan/mhn-mothersday.html
①【HAPPYイースターアフタヌーンティー＠マンハッタン】お花の贈り物＆乾杯シャンパン付き ￥6,522
②【HAPPYイースターアフタヌーンティー＠マンハッタン】SABONアメニティー＆乾杯ロゼスパークリングワイン付き￥7,652
＜内容①＞
・お花の贈り物「アレンジメント」または「花束」にてご用意
＜内容②】＞
・SABON トラベルキット エッセンシャル（6点）（1予約につき1点）
トライアルサイズのアメニティ（フェイスケア／ボディケア／ヘアケア）6点とポーチ付き。
-フェイスポリッシャー リフレッシング 60mL
-ボディスクラブ グリーン・ローズ 60g
-シャワーオイル グリーン・ローズ 50mL
-シルキーボディミルク グリーン・ローズ 50mL
-シャンプーN グリーン・ローズ 50mL
-ヘアマスク3in1 グリーン・ローズ 15mL
-ポーチ、スクラブ用スクープ付き
＜共通内容＞
・メッセージプレート ～ご希望のメッセージを添えて～
・乾杯酒付き（お一人様1杯）
・アフタヌーンティー
【スープ】
SABONアメニティ イメージ
カブとビーツのポタージュ
【前菜】
魚介のマリネとキャロットラペ オレンジの香り
オリーブのキッシュ
新ごぼうと信玄鶏のテリーヌ
【ハンバーガー】
マンハッタン熟成牛ミニバーガー
【スイーツ】
タルト・ジバラ・ラクテ
エクレールショコラ
ヴェリーヌ・フレーズ・オランジュ・サンギーヌ
ティラミス・カライブ
マンゴーと卵
HAPPYイースターアフタヌーンティー イメージ
パータタルティネ
【スコーン】
スコーンショコラ
スコーンヴァニーユ
【ドリンク】
コーヒー4種、アイスコーヒー、アイスカフェオレ、アイスティー、日本茶2種、
中国工芸茶3種、クラシックティー3種、ハーブティー4種、フレーバーティー4種

シェフズ ライブ キッチン® / 3F

"ヘルシー、ビューティー、フレッシュ"をコンセプトに、ライブ感あふれるブッフェスタイルを展開するシェフズ ライブ キッチン®
は、東京ベイを彩るイルミネーションとともに、シェフが目の前で料理するパフォーマンスをお楽しみいただけます。
＜URL＞ https://www.interconti-tokyo.com/restaurant/chefs-live-kitchen/plan/clk-mothersday.html
◆乾杯酒＆感謝を伝えるメッセージ付きランチブッフェ
平日
土日祝
・アレンジメント付
￥6,087
￥6,522
￥6,696
￥6,957
・豪華アレンジメント付
◆乾杯酒＆感謝を伝えるメッセージ付きディナーブッフェ
平日
土日祝
・アレンジメント付
￥7,392
￥7,652
￥7,826
￥8,260
・豪華アレンジメント付

シェフズ ライブ キッチンの内観

＜内容＞
・お花の贈り物「アレンジメント」または「花束」
・メッセージプレート ご希望のメッセージを添えて
・グラスロゼスパークリングワイン （お一人様1杯）
・ブッフェスタイルのお料理とソフトドリンク
4月1日～5月6日 【 腸活！チーズ × 乳酸菌フェア with ヤクルト 】
5月7日～5月31日【海と大地の恵みを堪能！まるごと贅沢 北海道フェア】

シェフズ ライブ キッチン 料理イメージ

【新型コロナウイルス感染症への当ホテルの取り組みについて】
ホテル インターコンチネンタル 東京ベイでは、今般の新型コロナウイルスの感染拡大の状況を受けて、お客様及び従業員の健康と安全に
配慮した感染予防策を以下の通り行っております。
1. 従業員の対応
・スタッフの健康と衛生面の管理を徹底しております。（出社前の検温と記録）発熱などの体調不良の場合（本人、家族）は、
自宅待機とノロウイルス検便検査を実施しております。また、体調不良者発生時の迅速な通報、社内連絡体制を確立しています。
・スタッフが入館する際、両手のアルコール消毒を行います。
・お客様及びスタッフの健康と安全ならびに公衆衛生を考慮し、接客スタッフと調理スタッフを含む全スタッフ がマスクを着用しております。
・スタッフの手洗い、うがい、消毒、咳エチケットを励行しております。
2. お客様への対応
・施設入口、レストラン入口および宴会場入口にアルコール自動消毒器を設置し、入場前に手指のアルコール消毒にご協力をお願いして
おります。
・館内にある全てのトイレにハンドソープとアルコール消毒液を設置し、手洗い消毒にご協力をお願いしております。
・入館の際、全てのお客様に体温測定、マスクの着用のご協力をお願いしております。
3. 施設の対応
1．消毒関連
・施設入口、フロント受付台、エレベーター乗降口等、館内各所にアルコール自動消毒器等を設置しております。
・食器類（お皿、グラス）やカトラリーの高温洗浄（80度以上）、および食事用トレーの除菌洗浄をしております。
・テーブルはアルコール消毒液によるふきとりをしております。
・館内の各ドアノブ、エレベーターの押しボタン、エスカレーターベルト等を定期的に除菌しております。
・客室の各ドア、引き出し取手、TVスイッチ、テーブル等の除菌をしております。
・ベルスタッフ、インルームダイニングスタッフおよび客室担当者は小型アルコールスプレーを携帯し、消毒体制をとっております。
・全サービススタッフおよび調理スタッフは30分ごとに手洗い、消毒を実施しております。
2.感染予防
・感染予防のため、ブッフェスタイルの場合は、ビニール手袋とマスクの着用をお願いしております。
3.「3密」（密接・密集・密閉）回避のための施策
・レストランのテーブルは間隔を空けてご案内をしております。
・入口の扉を開けて定期的に会場内の換気をしております。
・受付時の混雑を回避するために、時間差での予約・受付をさせていただいております。
4. 行政機関との連携
・予約時にお客様のお名前、連絡先をお伺いしております。万が一、感染や濃厚接触歴が確認された場合、当ホテルへのご連絡および、
行政機関等に よる調査にご協力いただきます。また、当ホテルからも行政機関に連絡し、連携対応を図ります。
・衛生管理業務については、専任の衛生担当部長を置き、常時、みなと保健所や東京都医務局等と、情報交換を密にし、感染予防を
図っております。
インターコンチネンタル® ホテルズ&リゾーツについて
インターコンチネンタルホテルズ＆リゾーツは、70年を超える歴史で得た知識を活かし、その土地ならではの魅力を体験できる旅を提供。い
ずれのホテルでも、インターコンチネンタルならではの優雅な旅をお楽しみいただけます。インターコンチネンタルは、さりげない心遣いが感
じられる上質なサービスと充実したアメニティを通した、グローバルで洗練された旅を実現します。お客様ひとりひとりに合わせた きめ細か
なサービスによる心のこもったおもてなしで、他にはない優雅で心地よいご滞在をご満喫いただけます。また、インターコンチネンタル アン
バサダープログラムと最上級の特典が付いたクラブインターコンチネンタルを通して、大切なお客様に特別なサービスをお届けします。旅慣
れたお客様のご滞在が豊かで発見に満ちたものとなるよう、ほかでは味わえない特別な体験など、その土地ならではの魅力をご紹介して
います。
更なる詳細は、下記ウェブサイトをご参照くださいませ。
インターコンチネンタルブランドサイト：www.intercontinental.com
IHGグローバルサイト: www.ihg.com
IHG・ANA・ホテルズグループジャパンのウェブサイト: www.anaihghotels.co.jp

