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■ウェスティン・浴衣デー <東京の夏を満喫できる宿泊プラン> 

プレスリリース               ウェスティンホテル東京 
報道関係者各位                            
2018 年 7 月 5 日 

 

浴衣、線香花火、シャンパーニュで上質なひとときを 
「ウェスティン・サマーフェスティバル」 

7月 9日(月)～8月 31日(金)の期間限定で開催 
 
ウェスティンホテル東京（東京都目黒区 総支配人チャールズ・ジャック）は、
2018年 7月 9（月）～8月 31日（金）の期間中、ホテルでの贅沢な宿泊、浴衣、
線香花火といった日本の伝統文化、シャンパーニュのフリーフローなど、様々な東
京の夏を満喫できる、「ウェスティン・サマーフェスティバル」を開催いたします。 
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ウェスティンホテル東京では、この夏限定で、東京の夏を満喫できる宿泊プラン
をご用意しました。日本の伝統文化において、浴衣は夏に欠かせないものの一つ、
浴衣を着ずに、夏を終えることはできません。 

 
日本にしかない伝統的な和装を体感し、より深く日本文化に触れることができる
このプランでは、お気に入りの浴衣一式を、夏の思い出としてプレゼントいたし
ます。浴衣は、古典的な和柄からレトロモダンまで種類豊富に取り揃え、新しい
和装の楽しみ方を提案する「SOUBIEN」よりご用意。ホテルにて着付けも行い
ますので、館内でのイベントや花火大会、夏祭りにお出かけいただけます。 
 
お部屋はデラックスルーム(42 ㎡)をご用意。お出かけの後には、雲の上の寝心地
と称される「ヘブンリーベッド」で快適な夜を、朝は栄養価の高いスーパーフー
ド RX™を使用したメニューでおくつろぎいただけます。 
 
本プランでは 90 分間、「ザ・ラウンジ」で楽しむ「イブニングタワー」のシャ
ンパーニュフリーフローを無料でお愉しみいただけます。また、英国のチェルシ
ーフラワーショーで何度もゴールドメダルを獲得し、世界的にも有名な景観アー
ティスト石原和幸氏デザインによる、都会の中の緑のオアシス「ウェスティン ガ
ーデン」では、夏の風物詩である線香花火をご用意しております。さらにオプシ
ョンで、浴衣姿の思い出をカタチに、出張撮影サービス（2 時間）特別割引もご
利用いただけます。 
 
夏の魅力満載の宿泊プラン「ウェスティン・浴衣デー」の詳細は、以下の通りで
す。 
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■「ウェスティン・浴衣デー 期間限定宿泊プラン」 
 
期間： 2018 年 7 月 9日（月）～8月 31 日（金）＊要予約 
客室： デラックスルーム 
料金： 1泊 1 室 2 名様ご利用：53,779 円～ 
特典：  
・ 種類が豊富で人気の「ザ・テラス」朝食ブッフェ（2 名様分） 

 
・ SOUBIEN 浴衣一式（浴衣・帯・下駄）（大人 2 名様分） 

 
・ 着付けサービス（要予約）  

 
・ 花火大会＆夏祭りガイドと浴衣の着付けガイド  

 
・ 「ザ・ラウンジ」での「イブニングタワー」のシャンパーニュフリーフロープラ

ン付（2 名様分） 
 

・ 浴衣姿でのお食事で、特別 10％割引（全 8 レストラン含む） 
 

・ ご到着時のウェルカムスイーツ 
 

・ 浴衣姿の思い出をカタチに。ご優待料金にて出張撮影サービス（2 時間） 
 

 ご予約・お問合せ： 
宿泊予約課 res.westintokyo@staystarwood.com 
03-5423-7770 (平日 9:00～19:00 ･ 土日祝 9:00～17:00) 
 

 Webからのご予約：  
http://www.westin-tokyo.co.jp/yukata  

 
＊ 料金には、税金およびサービス料 13%を別途加算させていただきます。 
＊ メニュー内容およびプログラムは予告なく変更となる場合がございますのでご了承願います。 
 

浴衣パートナー：SOUBIEN 

mailto:res.westintokyo@staystarwood.com
http://www.westin-tokyo.co.jp/yukata
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■ウェスティン・サマーパーティ 
  <シャンパーニュと線香花火で煌めくディナープラン>  
 

 

 
 
 

 
 
人気のアフタヌーンティを愉しめるロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」にて、夏限
定の特別なディナープランをご用意。浴衣姿で優雅にシャンパーニュや、夏の風
物詩である線香花火もお愉しみいただけます。更には、8 月 31 日(金)までに浴衣
を着て、ウェスティンホテル東京にお越しいただいた方には、レストランやバー
にて 10%のディスカウントをさせていただきます。パートナーやご友人とのお食
事、お祝いの際には、是非ご利用ください。 
 
夏の魅力満載のディナープラン「ウェスティン・サマーパーティ」の詳細は、以
下の通りです。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■「ウェスティン・サマーパーティ 期間限定ディナープラン」 
期間： 2018 年 7 月 9日（月）～8月 31 日（金） 
時間： 17:30-22:30（平日）／17:00-22:30（土日祝） 
場所： ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」1F 
料金： お一人様 8,500 円 税金・サービス料別 
内容：  
・ イブニングタワー 
・ シャンパーニュフリーフロープラン（90 分） 
・ ウェスティンガーデンで線香花火 
ご予約・お問合せ： ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」  

Tel.03-5423-7287 (10:00～22:30) 
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今年の夏、浴衣で楽しめる場所をお探しの方、ウェスティンホテル東京で贅沢な
ひとときを過ごしてみませんか。絶好の機会をお見逃しなく！ 
 
 
ウェスティンホテル東京について 
 
緑豊かな洗練された街、恵比寿に位置するウェスティンホテル東京は、日本を代 
表するヨーロピアンスタイルのホテルです。ご来館いただくお客様の元気なご滞
在をお手伝いするため、心身の安らぎと活力を与える数々の独自のプログラムを 
提供しております。大きな窓を備えたヨーロピアンスタイルの全客室（438 室） 
には、ウェスティンホテル＆リゾートが安眠を追求し、雲の上の寝心地と称され 
る「ヘブンリーベッド」で快適な睡眠をお約束いたします。 また、ホテル内には
個性豊かな 5つのレストランと3つのバー/ラウンジの他、本 格的スパ「ル・ス
パ・パリジエン」では心身のリラックスに役立つ極上のスパメ ニューをご提供し
ております。大理石の大きな柱を特徴とするロビーや館内随所 に点在するブロン
ズ像、絵画、タペストリーなどの数々の美術品はヨーロピアン スタイルをさらに
演出しています。ホテルの敷地内には、英国のチェルシーフラ ワーショーで何度
もゴールドメダルを獲得した世界的にも有名な景観アーティス ト 石原和幸氏デザ
インによる、都会の中の緑のオアシス「ウェスティン ガーデン」 があり、四季
折々に異なる景観をお楽しみいただけます。 
 
 
ウェスティンホテル&リゾートについて 
 
ウェスティンホテル＆リゾートは、「ウェルネス＆ホスピタリティ」分野におけ
るリーダーとして、お客様が旅の途中であっても、ウェルビーイングを取り戻す
お手伝いをしています。ウェスティンは、約 40 の国と地域に 225 以上のホテル
やリゾートを展開しており、ゲストだけでなくホテルを取り巻く地域のコミュニ
ティや、従業員のためのウェルビーイングを向上させるために、情熱を注いでい
ます。ブランドを象徴するヘブンリーベッドをはじめ、栄養価の高いスーパーフ
ード RX™を使用したメニュー、RunWestin やニューバランス ギアレンディング
などのアクティブな取り組み、TRX やペロトンによる最先端の設備を備えたフィ
ットネス施設など、ウェルビーイングを構成する Sleep Well、Eat Well、Move 
Well、Feel Well、Work Well、Play Well の 6つの柱をご体験いただくプログラム
を用意しています。詳細については、http://www.westin.com をご覧ください。
また、Twitter や Instagram （@westin）、 Facebook（facebook.com/Westin）で
最新情報をご案内しています。 
 
 
 
【本件に関する取材等のお問い合わせ先】 
海外メディア担当： 
Henry Cheung：henry.cheung@westin.com 
TEL: 03-5423-7716（直通） 
 
国内メディア担当： 
ウェスティンホテル東京 PR 事務局 担当：前田、楠、岩崎 
E-MAIL：westin@pr-office.net 
TEL：03-6894-3200 

http://www.westin.com/
mailto:henry.cheung@westin.com
mailto:westin@pr-office.net

