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クリスマスケーキの予約を 11 月 1 日より開始
11 の料飲施設とグルメショップが多彩な食の愉しみをご提案する、「マンダリン オリエンタル 東京」
（東京都中央区日本橋室町、運営：マンダリン・オリエンタル東京株式会社、総支配人：アンソニー･
コスタ）では、中央通りに面した直営のパティスリー 「グルメショップ by マンダリン オリエンタル
東京」にて、クリスマスケーキの予約を 11 月 1 日(土)より開始いたします。
2014 年 3 月にリニューアルオープンをした「グルメショップ by マンダリン オリエンタル 東京」が初め
て迎えるクリスマスシーズン。今年は、11 月 1 日（土）より 12 月 25 日（木）まで、クリスマスケーキ 4 種
類と、クリスマスシーズン限定の様々なアイテムを販売いたします。
エグゼクティブペストリーシェフ武藤修司が提案する今年の新作は、『フロコン・ド・ネージュ』。鮮やか
な赤色が大きなインパクトを与えます。ピスタチオとホワイトチョコレートのムースに、イチゴのジュレを
合わせ、それぞれの素材によって、クリスマスカラーを生み出します。聖夜、クリスマスツリーに舞う白
い雪をイメージした『モン・ボー・サパン』は、しっとりと焼き上げたチーズケーキとなめらかなマスカル
ポーネチーズムースに、シナモン風味の林檎のソテーを合わせました。赤いリボンがアクセントの『ブ
ッシュ・ド・ノエル』は当館オリジナルの茶葉「マンダリン オリエンタル ブレンド」を使用したクリームと
チョコレートムースの組み合わせ。ほのかな花の香りと香ばしさが、口に入れた瞬間ふんわりと広がり
ます。定番の『ガトー・ド・フレーズ・ド・ノエル』は、リッチなスポンジと厳選された生クリームやたくさん
のイチゴを使った贅沢な味わい。家族の夢や希望を大小の球体で表現し、デコレーションしました。
濃厚でありながら軽やかな口どけが自慢の、それぞれテイストが異なった４種類のラインナップ。上質
な素材をふんだんに使用し、心を込めてひとつひとつ手作りいたします。シーンに合わせてお選び
いただけるクリスマスケーキは、皆さまの笑顔に華をそえることでしょう。
また、ヨーロッパのクリスマスに欠かせない伝統的な発酵菓子である『シュトーレン』や、今年初めてご
用意する『トレゾー・ブラン』など、バラエティ豊かな限定アイテムは贈り物にも最適です。
Flocons de Neige
＜フロコン・ド・ネージュ＞
15cm 6,000 円

Mon Beau Sapin
＜モン・ボー・サパン＞
18cm 8,000 円
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Bûche de Noël
＜ブッシュ・ド・ノエル＞
16ｃｍ 4,800 円

Gâteau de Fraise de Noël
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Trésor Blanc
＜トレゾー・ブラン＞
1,400 円

La Collection de Noël
＜ラ・コレクション・ドノエル＞
1,800 円
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15cm 5,400 円
12cm 4,400 円

オッティーヌ（チェリー）を合わせました。

Stollen
＜シュトーレン＞
S サイズ 1,600 円
L サイズ 2,300 円

Kouglof
＜クグロフ＞
S サイズ 600 円
L サイズ 1,800 円
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Panettone
＜パネト―ネ＞
900 円

Le Père Noël
＜ル・ぺール・ノエル＞
500 円
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Gâteaux aux Fruits et Epices
de Noël
＜ガトー・オ・フリュイ・エ・エピス・
ド・ノエル＞

2,500 円

Les Biscuits de Noël
＜レ・ビスキュイ・ド・ノエル＞
1,500 円
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は別売）

ラムと杏がアクセント。

*別途 8%の消費税を申し受けます。

*写真データをご希望の方は、下記メールアドレスまでご連絡ください。
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ケーキ販売（お引取り）期間：

12 月 1 日（月）より 12 月 25 日（木）まで

ご予約・お問い合わせ：

レストラン予約 0120-806-823 （毎日 9:00～21:00）

ファクシミリ：
E-mail：

03-3270-8199
motyo-christmascake@mohg.com
※ お引取りの 2 日前までのご予約が必要です。

「マンダリン オリエンタル 東京」 とは （www.mandarinoriental.co.jp/tokyo）
マンダリン オリエンタル日本初のホテルとして、2005 年 12 月 2 日、東京日本橋に開業しました。グループの理念「センス・
オブ・プレイス＝立地する土地柄と文化に敬意を表するホテルづくり」をハード面はもちろんソフト面でも実現。館内デザイン
には「森と水＝日本の自然」をモチーフに和の趣を取り入れ、スタイリッシュな中にも安らぎに満ちたラグジュアリーな空間を
作り出しています。38 階建の日本橋三井タワー高層階に位置するゲストルームは全 178 室。50 ㎡以上のゆとりあるスペース
に最先端の IT を取り入れ、すべてのゲストルームから東京を眼下に見渡す眺望をお楽しみいただけます。館内には、充実
した施設と数々の受賞歴を誇る直営スパ 11 の料飲施設（2 つのレストランがミシュラン１ツ星を取得）とグルメショップ、グラン
ド ボールルーム（１）、バンケットルーム(4)、ミーティングルーム(6)、チャペルなどを完備しています。
開業以来数々の世界的な賞やランキングに輝いていますが、主なものとして以下があげられます。
2006 年、アメリカン・アカデミー・オブ・ホスピタリティー・サイエンスより世界初の「6 ツ星」。以来 8 年間連続受賞。
2007 年、世界最大の旅行者調査に基づくガイドブック「ザガットサーベイ」より「トップホテルジャパン」。
2008 年連続受賞 （2009 年以降同ガイドは未刊）。
2007 年、『ミシュランガイド東京』の創刊より 7 年連続「5 レッドパビリオン(ホテル格付最高ランク)」。
2008 年、『ミシュランガイド東京』において「快適なホテル順」1 位、以降 6 年連続１位。
2009 年、世界最大の旅行クチコミサイト『トリップアドバイザー』より「日本人女性が選んだ日本のベストホテル」。
2010 年、「トリップアドバイザー トラベラーズチョイスアワード」より「日本のホテル トップ 25」1 位。
2010 年、米国の金融専門誌『インスティテューショナル インベスター』による「世界のベストホテル」1 位。
2011 年、世界的に著名な旅行専門誌『コンデナストトラベラー』より「ベストホテルズ フォー フード イン アジア」。
2012 年、世界的に著名な旅行専門誌『トラベル＆レジャー』による「ワールズ ベストホテルズ」日本 1 位。
「マンダリン オリエンタル ホテル グループ」 とは （www.mandarinoriental.com）
世界で数々の権威ある賞に輝くマンダリン オリエンタル ホテル グループは、「マンダリン オリエンタル 香港」、130 年以
上の歴史を誇る「マンダリン オリエンタル バンコク （旧ザ・オリエンタル バンコク）」のほか、ニューヨーク、ロンドンなど世
界の主要都市やリゾート地でラグジュアリーホテルを展開しています。現在、開業予定のホテルを含め世界 25 カ国に 45 の
ホテル（アジア 20、北米 10、ヨーロッパ・中東・北アフリカ 15）、約 11,000 室を所有ならびに運営するほか、新たに 13 の居
住施設「レジデンス・アット・マンダリン・オリエンタル」の開発ならびに運営を行っています。

＜報道関係からの本リリースに関するお問い合わせ先＞
マンダリン オリエンタル 東京
コミュニケーションズ： 松元・小川
Email： motyo-pr@mohg.com
Direct Line： 03-3270-8960
Telephone： 03-3270-8800 （代表）
Facsimile： 03-3270-8829
〒103-8328 東京都中央区日本橋室町 2-1-1
URL: www.mandarinoriental.co.jp/tokyo
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