
開業10周年

10th Anniversary

On 2 March, 2019, Shangri-La Hotel, Tokyo marks 
its 10th anniversary. We would like to take this 
opportunity to express our gratitude to our valued 
guests. We will continue to be your hidden par-
adise, your Shangri-La, by welcoming each guest 
as family. To commemorate our anniversary, we 
have commissioned an artwork by Gregory Burns 
composed of beautiful memories from the last 
decade. It is entitled “Sha”, or “gratitude”.

シャングリ・ラ ホテル 東京は、2019年3月2日に開
業10周年を迎えることとなりました。

お客さまのこれまでのご愛顧とご支援に心より御
礼申し上げます。

これからも「お客さまを家族のように心からおもて
なしする」をモットーに、すべてのお客さまに、永
遠の平穏と温かいアジアンホスピタリティを五感
で味わっていただけるような地上の楽園（シャング
リ・ラ）を創り出すのが私たちの願いです。引き続
きシャングリ・ラのコアバリューでもある謙虚さと
感謝の心を忘れず、努力を傾注し、お客さまに選ん
でいただけるホテルを目指して参ります。

今までの10年、そしてこれからも皆さまとたくさん
の思い出ができますように、アーティスト グレゴ
リー・バーンズ氏による“謝”がテーマのアートワー
クをお贈りします。

We will continue to be your hidden 
paradise, your Shangri-La, by 
welcoming each guest as family.

Spring 2019
10th Anniversary Edition



春のディナーコース

Spring Dinner Course

エグゼクティブシェフ アンドレア・フェレーロがお届け
するコンテンポラリーイタリアン。ホワイトアスパラガ
スなどの旬食材が織りなす至福の春メニューをご堪能
ください。

Savour the blissful freshness of spring with a rich 
spread from Executive Chef Andrea Ferrero show-
casing seasonal produce like white asparagus at its 
flavour peak.

スプリング カクテル

Spring Cocktails

“桜の舞”と“ソルティー ブロッサム”という名の2種
類のカクテルをご用意。コットンキャンディーや 
ロゼシャンパン、梅酒などを使った遊び心溢れるカ
クテルをお愉しみください。

Our playful seasonal cocktails, Sakura no Mai and 
Salty Blossom, feature pretty-in-pink ingredients 
like cotton candy, rosé Champagne and plum 
liquor to evoke the effervescence of spring.

ラペリティーヴォ・バー
L’Aperitivo Bar, Level 28

日～木曜日 / Sundays to Thursdays: 18:00–22:00
金・土曜日 / Fridays & Saturdays: 18:00–23:00

表示料金には税金と15%のサービス料を別途申し受けます。Prices are subject to consumption tax and 15% service charge.

4月1日～ / From 1 April

Piccolo (4品のコース / 4-course) 
¥13,000
Mezzo (5品のコース / 5-course) 
¥15,000
Grande (8品のコース / 8-course) 
¥18,000

3月1日～4月30日 / 1 March – 30 April

¥2,200 (各種 / per drink)

表示料金には税金と15%のサービス料を別途申し受けます。Prices are subject to consumption tax and 15% service charge.

｢ピャチェーレ」イタリアンレストラン
Piacere Italian Restaurant, Level 28

ランチ / Lunch  11:30–14:30 (月～金曜日 / Weekdays)、
12:00–14:30（土・日曜日、祝日 / Weekends & Public Holidays)   
ディナー / Dinner  18:00–21:30 (月～土曜日 / Mondays to Saturdays)、
18:00–21:00 (日曜日、祝日 / Sundays & Public Holidays)

提供期間は食材の入荷状況により予告なく変更になる場合がございます。Offer period may change without notice depending on availability.

Book a table

Click for details

http://www.golden-circle.com/thetable/restaurants-bars/shangri-la-hotel-tokyo/piacere/
https://www.shangri-la.com/tokyo/shangrila/offer-detail/dining/laperitivobarspringcocktails/


3月1日～4月30日 / 1 March – 30 April

¥4,800

｢ザ・ロビーラウンジ」 ラウンジ&バー
The Lobby Lounge, Level 28

日～木曜日 / Sundays to Thursdays: 10:00–24:00
金・土曜日、祝前日 / Fridays, Saturdays, Eve of Public Holidays: 10:00–01:00

表示料金には税金と15%のサービス料を別途申し受けます。Prices are subject to consumption tax and 15% service charge.

桜アフタヌーンティー

Sakura Afternoon Tea

アイスクリーム カップケーキ

Ice Cream Cupcake

暖かな春の陽射しを感じるティータイムにぴったりな“アイス
クリーム カップケーキ”。苺のアイスとクリームチーズがアク
セントの‘ストロベリー’と抹茶と小豆の王道のペアリングで和
を感じる‘抹茶’の2種類のフレーバーでご用意します。

In the warmth of the spring sun, these cooling bites offer 
perfect refreshment. Choose from cream cheese-accented 
strawberry or the divine marriage of matcha and adzuki 
sweet beans.

3月1日～4月30日 /  
1 March – 30 April

ストロベリー・抹茶フレーバー / 
Strawberry/Green Tea flavour 
¥1,200 (各種 / per piece)

苺の愛らしいムースや「KITAYA六人衆」とコラボレーションの上品な
味わいの和菓子をはじめ、桜餅の形をした手毬寿司など春の魅力あふ
れるラインナップ。桜色に彩られたアフタヌーンティーで優雅な春の
ひとときを。

Iconic cherry blossom pink infuses this charming afternoon tea 
pairing Western classics like strawberry mousse with Japanese 
sweets from famed wagashi house Kitaya Rokunin-shu and sushi 
bites sculpted colourful emblems of spring.

Click for details

Click for details

https://www.shangri-la.com/tokyo/shangrila/offer-detail/dining/thelobbyloungesakuraafternoontea/
https://www.shangri-la.com/tokyo/shangrila/offer-detail/dining/thelobbyloungeicecreamcupcake/


｢なだ万」 日本料理
Nadaman, Level 29

ランチ / Lunch: 
11:30–14:00

ディナー / Dinner: 
17:30–21:30 (月～土曜日 /  
Mondays to Saturdays)､ 

17:30–21:00 (日曜日、祝日 /  
Sundays & Public Holidays)

｢寿司 by なだ万」
Sushi by Nadaman, Level 29

ランチ / Lunch: 
11:30–13:30

ディナー / Dinner:  
17:30–21:00 (月～土曜日 /  
Mondays to Saturdays)､ 

17:30–20:30 (日曜日、祝日 /  
Sundays & Public Holidays)

｢鉄板 by なだ万」
Teppan by Nadaman, Level 29

ランチ / Lunch: 
11:30–13:30

ディナー / Dinner:  
17:30–21:00 (月～土曜日 /  
Mondays to Saturdays)､ 

17:30–20:30 (日曜日、祝日 /  
Sundays & Public Holidays)

表示料金には税金と15%のサービス料を別途申し受けます。Prices are subject to consumption tax and 15% service charge.

3月1日～4月30日 / 1 March – 30 April

¥22,000

桜懐石ディナー

Sakura Kaiseki Dinner

ホテル開業10周年を記念し、開業時のメニューを復
活。春の訪れを象徴する「桜」をテーマに、伊勢海
老や桜鯛をはじめ、春の息吹を感じる旬野菜を使っ
たこの季節ならではの懐石コースをお届けします。

To commemorate the hotel’s 10th anniversary, 
we’ve brought back a sumptuous kaiseki course 
served during the opening that embodies spring’s 
auspicious beginnings with delicacies like lobster 
and cherry bass.

Click for details

https://www.shangri-la.com/tokyo/shangrila/offer-detail/dining/nadaman-sakura-kaiseki-dinner-2019/


ピュア スプリング エナジー

Pure Spring Energy

春の花・ジャスミンのオイルを使ったマッサージやフェイシャ
ルがセットのトリートメントは、お肌と心に安らぎと輝きをも
たらします。春の芽吹きの季節にエネルギーを高めて新しい
シーズンのスタートを。

This massage and facial set using essential oils from spring 
flowers delivers radiance to skin and mind, starting the 
season with an energising boost.

3月1日～5月31日 / 
1 March – 31 May

¥25,500 (105分 / 105 min)
¥37,500 (165分 / 165 min)

土曜日・日曜日・祝祭日は表示料金に¥2,000（消費税・サービス料別）が加算されます。
An additional ¥2,000 will be added to treatments on Saturdays, Sundays and Public holidays.
表示料金には税金と15%のサービス料を別途申し受けます。Prices are subject to consumption tax and 15% service charge.

｢CHIスパ」 CHI, The Spa at Shangri-La, Level 29 9:30–21:30

今春は桜をテーマに、桜ブレンドのオイルやよもぎ、蜂蜜などの
日本の素材を使用したメニューをご用意。ボディスクラブから 
トリートメントまで、優美で気品溢れる桜の香りに包まれる、 
至極のリラクゼーションをご堪能ください。

With the elegant aroma of cherry blossoms, this unique treat-
ment uses a Himalayan salt soak and sakura scented essential 
oil scrub for healing relaxation with a springtime theme. 

3月1日～5月31日 / 1 March – 31 May

¥47,000 (150分 / 150 min)

オーセンティック 東京 エクスペリエンス

Authentic Tokyo
Experience

Click for details

Click for details

https://www.shangri-la.com/tokyo/shangrila/offer-detail/health-leisure/chi-the-spa/chi-spa-authentic-tokyo-experience-spring/
https://www.shangri-la.com/tokyo/shangrila/offer-detail/health-leisure/chi-the-spa/chi-spa-pure-spring-energy/


スプリング ネイル コレクション

Spring Nail Collection

桜や春のお花をモチーフにした心躍る限定デザイン
が登場。春色の指先でお出かけしましょう。

Embrace the charm of spring at your fingertips 
with these seasonal nail designs using cherry 
blossom and flower motifs.

3月1日～5月31日 / 
1 March – 31 May

¥15,000 (約120分 / approx. 120min) 
¥18,000 (約150分 / approx. 150min) 

*6種類の限定デザインよりお選びいただけます
*Choose from six available designs

¥10,000以上のネイルメニューをご予約のお客さまには下記から1アイテム、
¥20,000以上の場合は2アイテムをプレゼント。

･ パラフィンパックトリートメント ･ オフサービス ･ 足裏の角質ケア
･ アンチエイジングフルーツハンドトリートメント

Choice of a complimentary Paraffin Pack Treatment, Anti-Aging Fruit 
Hand Treatment, Nail Colour Removal or Foot Callus Removal for guests 
ordering service over ¥10,000 and two choices for service over ¥20,000

表示料金には税金と15%のサービス料を別途申し受けます。Prices are subject to consumption tax and 15% service charge.

｢ラクシータ」 ネイルサロン  Nail Salon LUXITA, Level 29 10:00–19:00

Click for details

https://www.shangri-la.com/tokyo/shangrila/offer-detail/health-leisure/chi-the-spa/chi-spa-spring-nail-collection/


表示料金には税金が含まれます。Prices include consumption tax.

ザ・ブティック by シャングリ・ラ  The Boutique by Shangri-La, Level 1 11:00–20:00

The Boutique
 by Shangri-La

春のスイーツセレクション

Spring Gourmet Selection

春のギフトコレクション

Spring Gift Collection

和菓子ブランド「KITAYA六人衆」と
コラボレーションのさくらんぼやピス
タチオの餡などを使用した、オリジ
ナルの和スイーツをお届けします。ま
た、春爛漫なカップケーキはお花見
にぴったりのアイテムです。

We have collaborated with 
wagashi house Kitaya Rokunin-shu 
on original sweets using traditional 
Japanese ingredients like pink 
sweet beans. The cupcakes bloom-
ing with spring flowers are perfect 
for your hanami party hamper. 

ナチュラルピンクのルビーチョコレートに
ぷっくりと膨らむ桜の花びらや苺をあしらっ
たチョコレートバーと、桜の花びらをイメー
ジしたラズベリーピューレのボンボンチョコ
レートは、大切な方への贈り物や自分への
ご褒美にぴったりのアイテムです。

Our sakura-inspired raspberry chocolate 
bonbons and naturally pink ruby choc-
olate bars dotted with strawberries and 
cherry petals are the perfect token of love 
or treat for yourself this spring.

シャングリ・ラ 特製和菓子 by KITAYA六人衆 / 
Shangri-La Original Japanese Confectionery 
by KITAYA Rokunin-shu
3月1日～4月15日 / 1 March – 15 April

“桜ん坊” “花ふぶき” “若桜” / 
Cherry/Pistachio/Green Tea flavour
¥2,800 (3個セット / Three-piece)

ホテルメイド カップケーキ / Hotel-made Cupcakes
3月15日～4月15日 / 15 March – 15 April

桜と抹茶フレーバー / 
Sakura and Green Tea flavour
¥680 (各種 / per piece)

桜ルビーチョコレート / Sakura Ruby Chocolate 
3月15日～4月15日 /  
15 March – 15 April

¥2,800 

桜ボンボン / Sakura Bonbon
3月15日～4月15日 /  
15 March – 15 April

¥2,200 (3個セット / Three-piece)

Click for details

Click for details

Click for details

Click for details

https://www.shangri-la.com/tokyo/shangrila/offer-detail/dining/the-boutique-by-shangri-la-original-japanese-confectionery-by-kitaya-rokunin-shu/
https://www.shangri-la.com/tokyo/shangrila/offer-detail/dining/the-boutique-by-shangri-la-sakura-ruby-chocolate/
https://www.shangri-la.com/tokyo/shangrila/offer-detail/dining/the-boutique-by-shangri-la-sakura-bonbon/
https://www.shangri-la.com/tokyo/shangrila/offer-detail/dining/thelobbyloungeicecreamcupcake/


シャングリ・ラ ホテル 東京
〒100-8283 東京都 千代田区 丸の内1-8-3 

丸の内トラストタワー本館

Shangri-La Hotel, Tokyo
Marunouchi Trust Tower Main, 1-8-3 Marunouchi 

Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8283, Japan  

(03) 6739 7888  |  tokyo@shangri-la.com  |  www.shangri-la.com/tokyo

ゴールデンサークルメンバーご優待特典です。
Exclusive offer for Golden Circle members.


