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株式会社パレスホテル

パレスホテル東京 2018
煌びやかで、
煌びやかで、凛とした美しさを漂わせる
で、凛とした美しさを漂わせるラインナップ
凛とした美しさを漂わせるラインナップ

“ホワイトデー限定スイーツ＆ギフト券
ホワイトデー限定スイーツ＆ギフト券”
＆ギフト券”販売のご案内
・純白の蝶が
純白の蝶が宝石箱にとまって羽を休め
の蝶が宝石箱にとまって羽を休める
宝石箱にとまって羽を休めるアートショコラ「コフレ・
アートショコラ「コフレ・ド・
コフレ・ド・ショコラ
ド・ショコラ」
ショコラ」
・永遠の愛の象徴とされる鍵を模した
永遠の愛の象徴とされる鍵を模したデザインショコラ「
鍵を模したデザインショコラ「クレ・ダルジャン
デザインショコラ「クレ・ダルジャン」
クレ・ダルジャン」
・レモンコンフィが爽やかに香る
レモンコンフィが爽やかに香るパウンドケーキ
コンフィが爽やかに香るパウンドケーキ「
パウンドケーキ「ケーク・オゥ・
ケーク・オゥ・シトロン
オゥ・シトロン」
シトロン」

クレ・ダルジャン

コフレ・ド・ショコラ

ケーク・オゥ・シトロン

パレスホテル東京（本社：東京都千代田区丸の内 1-1-1、総支配人：渡部勝）では、上品な味わいと
美しいデザインのホテルメイドスイーツが並ぶペストリーショップ「スイーツ&デリ」にて、2018 年 3 月 1 日（木）～
3 月 14 日（水）までの期間、ホワイトデー限定スイーツ 5 種類を販売いたします。
「コフレ・ド・ショコラ」は、純白の蝶が宝石箱にとまって羽を休める様子を模したアートショコラです。繊細な
ホワイトチョコレートで作られた宝石箱の中に、真っ赤なハートのボンボンショコラや口どけなめらかなホワイト
トリュフが収 められた華 やかな一 品 です。「ケーク・オゥ・シトロン」は、生 地に混 ぜ合 わせたレモンコンフィの
爽やかな酸味と、濃厚なホワイトチョコレートの甘さが優雅なハーモニーを奏でるパウンドケーキです。凛とした
美しさを漂わせる見た目と口溶けとともに残る清々しいシトラスの余韻が、心まで満たしてくれます。「クレ・ダル
ジャン」は、永遠の愛の象徴とされる鍵を模したチョコレート。宝 石 のような輝 きを放 つ、ハート型 のボンボン
ショコラを添 えた、特 別 な想 いを込 めた一 箱 です。「トランキーユ」はご自 宅 で洗 練 されたアフタヌーンティー
が楽 しめるティーセット。きめ細 かいビスコッティは上品 な甘 みが特 徴 です。さらに、例 年 ご好評をいただいて
いる「ペルル」は、軽やかな食感のシリアルに淡い色合いのチョコレートをコーティングしたキャビアショコラです。
散りばめられたシャンパンゴールドのアラザンが真珠のように艶めきます。
また、「エビアン スパ 東 京 」では、極 上 の癒 しをご提 供 する「ホワイトデー トリートメントギフト券 」を
ご用意いたします。日常から解放された空間で過ごす贅沢なひとときを大切な方にお贈りください。
2018 年のホワイトデーは、細部までこだわり抜かれた、パレスホテル東京の限定商品で大切な方へ感謝の
気持ちをお伝えください。
＜パレスホテル東京に関する一般の方からのお問合せ/ご掲載用お問合せ＞
パレスホテル東京
TEL: 03-3211-5211（代表） HP： http://www.palacehoteltokyo.com/
最新情報は、公式SNS（Facebook/Instagram）にて発信しております
＜報道関係者からのお問合せ先＞
パレスホテル東京PR事務局（株式会社サニーサイドアップ内） 担当： 清水（徹）、久保薗、杉本
TEL: 03-6894-3200 FAX: 03-5413-3050 E‐MAIL： palacehoteltokyo@ssu.co.jp
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●White Day Selections
Selections ホワイトデー セレクション
販売期間 ： 2018 年 3 月 1 日（木）～3 月 14 日（水）
◆Coffret de chocolat

コフレ・ド・
コフレ・ド・シ
ド・ショコラ
10,000 円（50 個限定）

純白の蝶が美しい宝石箱にとまって羽を休める様子を模したアートショコラ
です。ホワイトチョコレートで作られた宝石箱の中には 、真っ赤なハートの
ボンボンショコラや口どけなめらかなホワイトトリュフが収められています。

コフレ・ド・ショコラ

◆Cake aux citron

ケーク・オゥ・
ケーク・オゥ・シトロン
オゥ・シトロン
5,000 円（200 個限定）

生地に混ぜ合わせたレモンコンフィの爽やかな酸味と濃厚なホワイトチョコ
レートが優雅なハーモニーを奏でるパウンドケーキ。凛とした美しい見た目
だけでなく、口溶けとともに残る清々しいシトラスの余韻で、心も舌も
満たしてくれます。
ケーク・オゥ・シトロン

◆Clef d’argent
’argent

クレ・ダルジャン
1,300 円（1,000 個限定）

永遠の愛の象徴とされる鍵を模したチョコレート。宝石のような輝きを放つ
ハート型のボンボンショコラを添えた、特別な想いを込めた一箱です。

クレ・ダルジャン

◆Perles

ペルル
900 円（2000 個限定）

軽やかな食感のシリアルに淡い色合いのチョコレートをコーティングした、
可愛らしいキャビアショコラ。散りばめられたシャンパンゴールドのアラザン
が真珠のように艶めきます。
ペルル

◆Tranquille

ペルル

トランキーユ
3,600 円（200 個限定）

ご 自 宅で 洗 練さ れ たア フタ ヌー ンテ ィー が楽 し め るテ ィ ーセ ッ ト。 サク ッと
焼き 上げ た ビス コッ テ ィは 上 品な 甘 みが 特徴 で す。 カカオ のよ うな 香りが
特徴的なアイリッシュモルトの茶葉もご一緒に。可愛らしいアイシングクッキーを
トランキーユ

ル・クルーゼのマグカップに詰め込みました。

*価格はすべて消費税別です。

■販売店舗 ：
■営業時間 ：
■お問合せ先 ：

ペストリーショップ「スイーツ&デリ」
（東京都千代田区丸の内 1-1-1 パレスホテル東京 B1F）
10:00 ～ 20:00
03-3211-5320（ホワイトデー商品専用ダイヤル）
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●White Day Spa Treatment Gift Certificate ホワイトデー トリートメントギフト券
トリートメントギフト券
ホワイトデー限定のオプションがついた特別なギフト券をご用意いたしました。
大切な方への贈りものや自分へのご褒美として、ぜひご利用ください。
提供店舗 ： 5F 「エビアン スパ 東京」
お問い合わせ ： 03-3211-5298
ホワイトデー トリートメ
トリートメント
ントギフト券
ントギフト券
提供期間 ： 2018 年 2 月 1 日（木）～3 月 14 日（水）
※ギフト券の有効期限はご購入日より 6 ヶ月です。
ホワイトデー トリートメントギフト券

＜トリートメント＞
トリートメント＞
◆セレシアル セラピー

60 分 20,000 円 / 90 分 23,000 円

自然由来の香り豊かなブレンドオイルを贅沢に使用した、ボディトリートメント。
全身の血行を促し、深いリラクセーションを与えながら、心と身体を解放します。
◆セレシアル ジャーニー

90 分 26,500 円

緊張や疲れをほぐしながら極上のリラックスへと誘う、フェイシャル＆ボディのトリートメント。
流れるような深いリラクセーションをもたらします。
＜オプション＞
オプション＞
※ご予約の際に、2 種類の中からお選びいただけます。

◆マリン ミネラル マッド 15 分

ミネラル豊富な海藻や海泥のパックを用いて背中を温め、
疲労を改善します。
◆ミネラル ソルト バックスクラブ
バックスクラブ 15 分

デトックスを高めてくれる天然のミネラルソルトスクラブで、
背中を心地よく刺激しながら、肌を滑らかにします。

オプション用 スパ プロダクト イメージ
*価格はすべて消費税込です。

＜パレスホテル東京に関する一般の方からのお問合せ/ご掲載用お問合せ＞
パレスホテル東京
TEL: 03-3211-5211（代表） HP： http://www.palacehoteltokyo.com/
最新情報は、公式SNS（Facebook/Instagram）にて発信しております
＜報道関係者からのお問合せ先＞
パレスホテル東京PR事務局（株式会社サニーサイドアップ内） 担当： 清水（徹）、久保薗、杉本
TEL: 03-6894-3200 FAX: 03-5413-3050 E‐MAIL： palacehoteltokyo@ssu.co.jp
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