
2022 年 10 月 13 日 

 

                       日本ホテル株式会社 

 ホテルメトロポリタン 

報道関係各位 

プレスリリース 

～心躍るホリデーシーズンの訪れ～ 

ホテルメトロポリタン Christmas Time 

2022 年 11 月 10 日（木）～12 月 26 日（月） 

 

ホテルメトロポリタン（豊島区西池袋 1-6-1 総支配人 伊藤茂夫）では、キュイジーヌ「エスト」、ダイニング＆バー「オーヴェ

スト」、中国料理「桂林」、四季彩茶寮「旬香」、オールデイダイニング「クロスダイン」よりクリスマス特別メニューや、宿泊限定の

Suica のペンギン オリジナルケーキ付き宿泊プランをご用意いたしました。また、館内には高さ約 4.5ｍのクリスマスツリーや装飾

が施され、クリスマスムードを一層盛り上げます。幻想的な空間のなか、煌めく美しさとともに素敵な時間をお過ごしください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ＞ 
日本ホテル株式会社 ホテルメトロポリタン  

総支配人室 営業企画グループ：大良（だいら）・高田（たかだ）・小宮（こみや） 
TEL：03-3980-1111（代表） 03-3980-7693（直通）E-MAIL：promotion@metropolitan.jp 
HP: https://ikebukuro.metropolitan.jp/最新情報は SNS でも配信しております。

-----ホテルメトロポリタン クリスマス概要----- 

開催期間：2022 年 11 月 10 日（木）～12 月 26 日（月）※一部除外日あり 

1.キュイジーヌ「エスト」（P2） 2.ダイニング＆バー「オーヴェスト」（P3） 3.中国料理「桂林」 （P4） 

4.四季彩茶寮「旬香」（P5） 5.オールデイダイニング「クロスダイン」（P5～6） 6.宿泊プラン（P6～7） 

7.クリスマス装飾 （P7） 

公式 WEB サイト：https://ikebukuro.metropolitan.jp/feature/metropolitan_christmas_2022.html 

 

 

mailto:promotion@metropolitan.jp
https://ikebukuro.metropolitan.jp/
https://www.facebook.com/hotelmetropolitan/
https://www.instagram.com/hotel_metropolitan/
https://ikebukuro.metropolitan.jp/feature/metropolitan_christmas_2022.html


 

25F キュイジーヌ「エスト」 

 

ランチ、ディナーともに 2 種類のクリスマス特別メニューをご用意いたしました。「Natale A」コースからは、イタリアではクリスマスに脂

ののった旬の鰻を食べる習慣があることから鰻を使った前菜を。「Natale B」ではオマール海老と青りんごを使った甘みと酸味のマリ

アージュとお楽しみいただけるほか、仙台牛フィレ肉のパイ包み焼きなど美しい料理の数々をご堪能いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ランチ】 

Pranzo B ￥ 8,000（グラスシャンパン付き） 前菜、パスタまたはリゾット、魚料理、肉料理、ドルチェ 

Pranzo C ￥10,000（グラスシャンパン付き） 前菜、パスタまたはリゾット、魚料理、肉料理、ドルチェ 

 

期間：2022 年 12 月 23 日（金）～25 日（日） 

時間：【23 日】11:00a.m.～3:00p.m.  

【24 日・25 日】（120 分・2 部制）①11:00a.m.～1:00p.m. ②2:00p.m.～4:00p.m.  

公式 WEB サイト：https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/est/menu/christmas_lunch.html 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ディナー】 

Natale A ￥15,500（グラスシャンパン付き） アミューズ、前菜、パスタ、魚料理、グラニテ、肉料理、ドルチェ、小菓子 

Natale B ￥19,500（グラスシャンパン付き） アミューズ、前菜、パスタ、魚料理、グラニテ、肉料理、ドルチェ、小菓子 

 

期間：2022 年 12 月 23 日（金）～25 日（日） 

時間：【23 日】 5:30p.m.～9:30p.m.（ラストオーダー 8:00p.m.） 

【24 日】（120 分・2 部制）①5:00p.m.～7:00p.m. ②8:00p.m.～10:00p.m.  

【25 日】 5:00p.m.～9:30p.m.（ラストオーダー 8:00p.m.） 

公式 WEB サイト：https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/est/menu/natale.html 

【12 月 23 日～25 日】25F バンケットルーム クリスマス スペシャルディナー

https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/est/menu/skybanquet_christmas_dinner.html      P2  

店内イメージ 

 

Pranzo C イメージ 

Natale B イメージ Natale A イメージ 

Pranzo B イメージ 店内イメージ 

 

https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/est/menu/christmas_lunch.html
https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/est/menu/natale.html
https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/est/menu/skybanquet_christmas_dinner.html


 

25F ダイニング＆バー 「オーヴェスト」 

 

ランチコースは前菜の盛り合わせや魚介類などをカジュアルにお楽しみいただけます。ディナーコースの前菜は、相性の良いずわい蟹

とカリフラワーを華やかなタンバル仕立てにし、蟹みそのチュイールの食感と一緒に。メインの肉料理はフィレ肉のローストと 3 種類の

チーズを使ったとろりとしたソースとともに濃厚に味わえます。ブッシュ・ド・ノエルをイメージした可愛らしいデザートで締めくくります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ランチ】 

クリスマスランチ ￥6,000（グラスシャンパン付き） 前菜、パスタ、魚料理または肉料理、ドルチェ 

 

期間：2022 年 12 月 23 日（金）～25 日（日） 

時間：【23 日】11:30a.m.～3:00p.m. 

【24 日・25 日】（120 分・2 部制）①11:30a.m.～1:30p.m. ②2:15p.m.～4:15p.m.  

 

公式 WEB サイト：https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/ovest/menu/christmas_lunch.html 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ディナー】 

Sparkling Christmas ￥12,000（グラスシャンパン付き） 前菜、パスタ、魚料理、肉料理、ドルチェ 

 

期間：2022 年 12 月 23 日（金）～25 日（日） 

時間：【23 日・25 日】 5:30p.m.～10:00p.m.（ラストオーダー8:00p.m.） 

【24 日】（120 分制・2 部制）①5:30p.m.～7:30p.m. ②8:15p.m.～10:15p.m.  

公式 WEB サイト 

＜Sparkling Christmas＞https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/ovest/menu/sparkling_christmas.html 

＜シャンパンカクテルフェア：開催期間 2022 年 11 月 1 日（火）～12 月 31 日（土）＞ 

https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/ovest/menu/champagne_cocktails_11_12_2022.html 

P3 

冬のシャンパンカクテルフェア 

各\2,200 

前菜イメージ 

肉料理イメージ  Sparkling Christmas イメージ 

クリスマスランチイメージ 店内イメージ 

 

https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/ovest/menu/christmas_lunch.html
https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/ovest/menu/sparkling_christmas.html
https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/ovest/menu/champagne_cocktails_11_12_2022.html


 

2F 中国料理「桂林」 

 

中国料理「桂林」では、今回初めてクリスマスランチコースをご提供いたします。ご家族でもお召し上がりやすいよう考えられたライン

アップです。“魚介入りスフレ風オレンジ炒飯”はケチャップやメレンゲを使い洋風にアレンジしました。ディナーコースはふかひれ姿煮

のステーキや北京ダック、魚介など豪華食材をふんだんに味わえるほか、ワインや紹興酒と合わせ優雅なひと時をお過ごしください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ランチ】 

クリスマスランチ ￥5,000 前菜四種盛り合わせ、スープ、料理三品、食事、デザート 

 

期間：2022 年 12 月 23 日（金）～25 日（日） 

時間：【23 日】11:30a.m.～3:00p.m.（ラストオーダー 2:30p.m.） 

【24 日・25 日】（120 分・2 部制）①11:30a.m.～1:30p.m. ②2:00p.m.～4:00p.m.  

 

公式 WEB サイト：https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/keilin/menu/christmas_lunch.html 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ディナー】 

聖誕晩餐 ￥14,000（グラスシャンパン付き） 前菜五種盛り合わせ、料理五品、食事、デザート 

 

期間：2022 年 12 月 23 日（金）～25 日（日） 

時間：【23 日・25 日】5:30p.m.～9:30p.m.（ラストオーダー 8:00p.m.） 

【24 日】（120 分・2 部制）①5:30p.m.～7:30p.m. ②8:00p.m.～10:00p.m.  

公式 WEB サイト 

＜聖誕晩餐＞https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/keilin/menu/christmas_dinner.html 

＜ソムリエおすすめワイン：開催期間 2022 年 11 月 1 日（火）～2023 年 1 月 3 日（火）＞

https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/keilin/menu/recommend_wine.html 

P4 

【ドリンク】ソムリエおすすめワイン 

\2,000 グラス 

\12,000 ボトル 

料理イメージ 

料理イメージ 聖誕晩餐イメージ 

ランチコースイメージ 店内イメージ 

 

https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/keilin/menu/christmas_lunch.html
https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/keilin/menu/christmas_dinner.html
https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/keilin/menu/recommend_wine.html


 

2F 四季彩茶寮「旬香」 

 

クリスマスに相応しい食べ応えのあるコース料理をご用意いたしました。前菜では四種類の盛り合わせをお楽しみいただけます。素

材がもつ旨みをいかした旬香ならではの鉄板焼きと炭火焼きは、魚料理から旬の真鱈と白子の鉄板焼きを、肉料理では和牛二

種の炭火焼きをご堪能いただけます。お食事は可愛らしい手毬寿司で。 

 

 

 

 

 

 

 

                       

【ディナー】                     

旬香聖和 ￥14,000（グラスシャンパン付き） アミューズ、先付、前菜、魚料理、炭火焼き、食事、デザート 

 

期間：2022 年 12 月 23 日（金）～25 日（日） 

時間：【23 日・25 日】5:30p.m.～9:30p.m. 

【24 日】（120 分・2 部制）①5:30p.m.～7:30p.m. ②8:00p.m.～10:00p.m.  

 

公式 WEB サイト：https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/shunka/menu/shunka_seiwa.html 

 

1F オールデイダイニング「クロスダイン」 

 

和・洋・中・スイーツの各専門シェフによる本格的な料理の数々をビュッフェ形式でお好きなだけお楽しみいただけます。ディナータイ

ムでは、香ばしく焼き上げたローストチキンや低温調理で仕上げ、大きくカットしたジューシーなローストビーフが並びます。ボイル蟹

やアクアパッツァ、ジャンボオムライスなど世代を問わずお楽しみいただけます。ご家族やご友人と語らいのひと時をお過ごしください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P5 

 

炭火焼きイメージ 旬香聖和イメージ 店内イメージ 

 

ビュッフェイメージ スイーツイメージ 

https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/shunka/menu/shunka_seiwa.html


 

「クリスマススペシャル」 ランチ＆グランドディナービュッフェ 

 

期間：2022 年 12 月 23 日（金）～12 月 25 日（日） 

時間 

■ランチビュッフェ■ 

【23 日】 11:30a.m.～2:30p.m. 

【24 日・25 日】（100 分・2 部制）①11:30a.m.～1:10p.m. ②1:45p.m.～3:25p.m. 

 

■ディナービュッフェ■ 

【23 日】 6:00p.m.～9:00p.m. 

【24 日・25 日】（120 分・2 部制）①5:00p.m.～7:00p.m. ②7:30p.m.～9:30p.m. 

 

料金 

 

 

公式 WEB サイト 

https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/crossdine/menu/christmasSP_buffet.html 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

※料金には全て消費税及びサービス料が含まれております。 

※オールデイダイニング「クロスダイン」ビュッフェはセルフサービスの為サービス料を頂戴しておりません。 

※写真はイメージです。仕入れによりメニュー内容が変更になる場合がございます。 

※今後の状況により営業時間・営業内容が急遽変更になる場合がございます。 

 

【レストラン一覧・営業時間】 

https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/index.html 

 

 

宿泊プラン 

 

Suica のペンギン クリスマスケーキ＆シャンパンが付いた室数限定の宿泊プラン。Suica のペンギンと子ペンギンのチョコレートをバ

ルーンに見立てた可愛さ満点のチョコレートケーキは、ハイカカオのムースショコラとキャラメルオレンジクリーム、ヘーゼルナッツチョコビ

スキーを重ね甘さ控えめに仕上げました。ケーキとシャンパンはお部屋の冷蔵庫にご用意いたしますので特別な日のサプライズ演出

としてもご利用いただけます。また、オリジナルデザインの Suica のペンギン スリッパを人数分お持ち帰りいただけます。大切な方と

過ごす特別な時間をホテルメトロポリタンで。 

P6 

ランチ    ディナー   

大人 ¥5,000  大人 ¥6,500 

シニア(65 歳以上) ¥4,500  シニア(65 歳以上) ¥5,800 

お子様(小学生) ¥2,400  お子様(小学生) ¥3,000 

お子様(4～6 歳) ¥1,200  お子様(4～6 歳) ¥1,500 

JR ホテルメンバーズ ¥4,500  JR ホテルメンバーズ ¥5,800 

https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/crossdine/menu/christmasSP_buffet.html
https://ikebukuro.metropolitan.jp/restaurant/list/index.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【宿泊限定 Suica のペンギン ケーキ＆シャンパン付クリスマスプラン】 

 

期     間：2022 年 12 月 1 日（木）～12 月 25 日（日） 

予 約 期 間：2022 年 10 月 17 日（月）2:00p.m.～12 月 22 日（木） 

料     金：2 名一室 素泊まり ￥24,000 より 

プラン特 典：ホテルオリジナル Suica のペンギン スリッパ（2 名様分） 

 

公式 WEB サイト： https://ikebukuro.metropolitan.jp/stay/plan/christmas2022_cakeandchampagne.html 

 

※ケーキサイズ：横 11cm×縦 8cm×高さ 6.5cm 

※Suica のペンギン 商品が写っている画像を使用される際は©C.S/JR 東日本/D を画像内もしくは文章の最後にご掲載ください。 

※Suica は JR 東日本の登録商標です。※Suica のペンギンは Suica のキャラクターです。 

 

クリスマス装飾 

【クリスマスツリー】 

館内はクリスマスの装飾を施しクリスマスムードを盛り上げます。ロビーではクリスマスツ

リーが皆様をお出迎えします。オーナメントを飾り付けた高さ約 4.5ｍのクリスマスツリ

ーは必見です。 
 

■期間：2022 年 11 月 10 日（木）～12 月 26 日（月） 

■場所：1F ロビー 

 

【クリスマス イルミネーション ガーデンチャペル】 

空と緑に包まれた開放的なガーデンでキラキラと輝く美しいイルミネーションをお楽しみ

いただけます。 
 

■開放期間：2022 年 12 月 23 日（金）～25 日（日） 

■開放時間：4:30p.m.～8:00p.m. 

■場   所：5F ガーデンチャペル 

 

P7                       

ⓒC.S/JR 東日本/D  客室イメージ  

https://ikebukuro.metropolitan.jp/stay/plan/christmas2022_cakeandchampagne.html

