


















[D I N I N G ]

庭におりれば 季節がある。

料理の中にも季節がある。
Every  season looks  spectacular .  
Every  season tas tes  sensat ional .

料亭｜Japanese Kaiseki Cuisine

錦水｜Ryotei Kinsui

Whether Japanese cuisine suited to any occasion, authentic Italian, or British afternoon tea, 

the hotel’s nine restaurants among the hotel, Banquet building and garden are sure to delight.

Enjoy a visual and edible feast of seasonal delicacies against the backdrop of the enchanting garden. 

Numerous private rooms are also available for formal occasions such as birthdays, 

wedding anniversaries and other celebratory events, and business negotiations and receptions.

集いの席を彩る日本料理から本格的なイタリアン、

英国スタイルのアフタヌーンティーまで。

ホテル椿山荘東京は、シーンに合わせてお選びいただける

9つのレストランを、ホテル棟とバンケット棟、庭園内に揃えています。

旬の素材を生かした美味と、表情豊かな庭園が織りなす、

目も舌もご満足いただけるおもてなしをご堪能ください。

誕生日、結婚記念日、長寿のお祝いなどの晴れの日や、

大切なご商談やご接待にふさわしい個室も多数ご用意しています。

メインバー｜Main Bar

ル・マーキー｜Le Marquis

メインバー｜Main Bar

ル・マーキー｜Le Marquis

石焼料理｜Japanese Stone Grill

木春堂｜Mokushundo

石焼料理｜Japanese Stone Grill

木春堂｜Mokushundo

そば処｜Soba Dining

無茶庵｜Mucha-an

イタリア料理｜Italian Restaurant

イル・テアトロ｜ Il Teatro

イタリア料理｜Italian Restaurant

イル・テアトロ｜ Il Teatro

日本料理｜Japanese Restaurant

みゆき｜Miyuki

日本料理｜Japanese Restaurant

みゆき｜Miyuki

カジュアルダイニング｜Casual Dining

ザ・ビストロ｜The Bistro

カジュアルダイニング｜Casual Dining

ザ・ビストロ｜The Bistro

ロビーラウンジ｜Lobby Lounge

ル・ジャルダン｜Le Jardin

ロビーラウンジ｜Lobby Lounge

ル・ジャルダン｜Le Jardin

料亭｜Japanese Kaiseki Cuisine

錦水｜Ryotei Kinsui

HOTEL Bldg.

GARDEN

カフェ｜Café

フォレスタ｜Foresta

BANQUET Bldg.
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極上の癒しをもたらす、

東 京 のオアシスへ。

An oasis in Tokyo awaits
to bring you the f inest relaxation.

Over 140 years ago, elder statesman of the Meiji Era Yamagata Aritomo built a 

residence upon a hill in Mejiro which he christened the “Mountain of Camellias.”

While holding the history of this land dear to our hearts, 

we do our utmost to bring a smile to all those who visit. 

As we progress in ref ining and improving the essence of our hospitality, 

we strive to of fer unrivaled healing and relaxation to guests from all over the world. 

Treat yourself to a visit to this oasis in the heart of  Tokyo.

明治の元 勲 山縣有朋公が「つばきやま」の地名に基づき、

目白の高台に邸宅と庭 園を築いて140 年余り。

ホテル椿山荘東京は、この歴 史 ある地を大 切に守りながら、

訪れる方々の笑 顔のために、今日も心を尽くしています。

これからも、おもてなしの精 神にいっそうの磨きをかけ、

唯一 無 二の癒しとくつろぎをもたらす場 所として、

世界中のゲストの皆 様を、誠心誠 意お迎えしてまいります。

東 京の中心にあるオアシスへ、ぜひお越しください。

BANQUE T B ldg.

22-23

�ree-Story Pagoda

GARDEN

 三重塔

客 室

パゴダラウンジ

Guest Room

客 室 Guest Room

宴 会 場

駐 車 場

Banquet Room

Basement Parking Lot

空中庭 園 出入口

アンフィシアター・宴 会 場
チャペル・美 容 室・更 衣 室

宴会場・レストラン・バー・スパ

 チャペル・神殿・テラス・料亭「錦 水」

そば処「無茶庵」・石焼料理「木春堂」 

ブライダルサロン

シェフズテーブル Chef ’s Table
Entrance/Exit to
Rooftop Garden

Amphitheater / Banquet Room / Chapel
Beauty Salon / Dressing Room

Bridal Salon

Banquet Room/Restaurant/Bar/Spa
衣裳室

Accessway
連絡通路

Costume Salon

Garden Entrance

宴会場・神殿・写真室・授乳室

控室・更衣室・授乳室・ロッカー・神殿
美容室・写真室

Banquet Room/Shrine/Photo Studio/Nursing Room

Pagoda Lounge

Waiting Room / Dressing Room/Nursing Room
Locker /Shrine / Beauty Salon /Photo Studio

庭 園 出入口Garden Entrance庭 園 出入口

HOTEL Bldg.
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宴 会 場

宴 会 場

宴 会 場

宴 会 場

宴 会 場

Banquet Room

Banquet RoomBanquet Room

Banquet Room Banquet Room

インフォメーションデスク・クローク
宴会場・会 計・カフェ・ブライダルサロン

Information Counter / Cloak 
Banquet Room / Cashier
Cafe / Bridal Salon

Chapel / Shrine / Terrace 
Japanese Kaiseki Cuisine “Ryotei Kinsui” 
 Soba Dining “Mucha-an” 

 Japanese Stone Grill “Mokushundo”

Banquet Bldg. Entrance 
Banquet Bldg. Lobby

バンケットエントランス　バンケットロビー

フロント・コンシェルジュ・レストラン
ラウンジ・クローク・ショップ
ブライダルサロン・PCブース

Hotel Reception /Concierge /Restaurant
Lounge /Cloak /Retail Shop /Bridal Salon
PC Booth 

ホテルエントランス　ホテルロビー

3F

11F

6F

客 室 Guest Room

客 室 Guest Room

Hotel Entrance  Hotel Lobby

HOT E L B ldg.
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