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【除外日】　2020.12.28 ～ 2021.1.5

期 間

●ご予約は１週間前まで●

ご予約 03-5372-4412☎

迄

Tokyo
Tokyo

東京都民
限定割引

×
　東京を、
もっと楽しもう！

エグゼクティブツイン

ホテル最上階６階のお部屋。落ち着いた雰囲気、

広々としたお部屋でごゆっくりお過ごしいただけます。

19 900 円,

お支払い実額

10 000 円,16 100 円,46000円,

１室２名様ご利用
宿泊代金総額

Go To トラベル
割引額

もっと Tokyo
割引額

▶▶▶▶▶▶▶▶▶
23,000円 / お一人様 8,050円引き / お一人様 5,000円引き / お一人様 9,950円 / お一人様

地域共通クーポン付き
（宿泊料金の 15％相当）

さらに！
さらに！

和 室
お子さま連れにも最適な、最上階・１部屋のみの特別な
和室となります。

（２～３名１室 42 ㎡）

19 900 円,

お支払い実額

10 000 円,16 100 円,

5,000 円　　　　　　  ×２人35％OFF

46000円,

１室２名様ご利用
宿泊代金総額

Go To トラベル
割引額

もっと Tokyo
割引額

（定額）

▶▶▶▶▶▶▶▶▶
23,000円 / お一人様 8,050 円引き / お一人様 5,000円引き / お一人様 9,950円 / お一人様

地域共通クーポン付き
（宿泊料金の 15％相当）

さらに！
さらに！

※デラックスツイン　　　 のお部屋もございます。（37 ㎡）

ファミリールーム

ホテル最上階６階のお部屋。ミニカウンター付きの
リビングを備えており、ご家族やお仲間での団らんに
最適なお部屋です。

36 800 円,

お支払い実額

10 000 円,25 200円,72000 円,

１室２名様ご利用
宿泊代金総額

Go To トラベル
割引額

もっと Tokyo
割引額

▶▶▶▶▶▶▶▶▶

36,000円 / お一人様 12,600円引き / お一人様 5,000円引き / お一人様 18,400円 / お一人様

地域共通クーポン付き
（宿泊料金の 15％相当）

さらに！
さらに！

（２～３名１室 32 ㎡）

（２～５名１室 100 ㎡）

～ 季節を感じるシェフお勧めのコース付き ～

１泊２食付  Go To Cadenza プラン 駐車場無料
サービス付き

5,000 円　　　　　　  ×２人35％OFF （定額）

5,000 円　　　　　　  ×２人35％OFF （定額）

― 都内観光促進事業「もっと楽しもう！ TokyoTokyo」割引について―― Go To トラベルキャンペーン割引について―

● キャンペーン割引につきましては「Go To トラベルキャンペーン

　 割引クーポン」の発行が必要となります。

● 電話予約にてお申込みいただいた際は、ホテルにて発行いたします。

● 都民割引きにつきましては、都内観光促進事業（もっと楽しもう！
　 TokyoTokyo）の終了までの予定です。
● １回のご旅行の宿泊上限は、お一人様５泊までです。
● 助成金予算に達し次第、販売終了となります。

感染症拡大に伴いキャンペーンが対象外及び中止となった場合、ご利用頂けなくなることもございます。
また、キャンペーン内容や適用条件が変更になることがございます。予めご了承下さい。



●料理内容が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
●お食事時間は 18 時から /19 時からのどちらかをご指定ください。

ご夕食は和食 / 中華 / 洋食の各コース（お一人様 10 000 円相当）より
お選びいただけます。

◎電車での場合、 最寄 3駅で送迎バスをご用意しております。

・ 光が丘駅 （都営地下鉄大江戸線） ・ 石神井公園駅 （西武池袋線）

・ 成増駅 （東武東上線） ・ 地下鉄成増駅 （東京メトロ副都心線 /有楽町線）
石神井公園駅

和光市駅

↑↑↑ 
スマートフォン用サイト

または

ホテルカデンツァ光が丘

※料理イメージ※料理イメージ

※料理イメージ※料理イメージ

※料理イメージ※料理イメージ

日本料理むさしの （月曜日定休）

※ メイン料理、お選びいただけます。 （ お料理は月替わりです。 ）

冷鮑魚、クラゲ、ホタテ、炙り海老の

　　　　　　　　　　アボカドサラダ仕立て

タラバ蟹と姿吉切フカヒレ尾翅の煮込み青菜添え

国産伊勢海老のチリソース

　　　もしくは  尾崎牛のオイスターソース炒め

フカヒレつけ麺

　　　もしくは  フカヒレ炒飯

白楽天特製デザート

本日の市場の鮮魚 ミキュイ ドライトマトソース

玄界灘産鮑のブレゼ  ア･ラ･ブルギニオン

甘鯛のエチュベ サフランスープ  パイ包み焼き

国産牛のシャトーブリアンステーキ 

　　　　　　　　　　  カッティングサービス

ズワイ蟹のトマトクリーム パスタ

＜ライブステーションにて＞ 季節のデ ･セール

ホテルブレッド＆バター　コーヒー

※ 
※ 

前菜　河豚煎餅雲丹焼き / 鮟肝酢味噌 /

　　　鯖寿司 / 渋皮栗 / 鯨南蛮漬け

椀物　銀杏豆腐　海老葛打ち

お造　本日のお造り

焼物　かます杉板焼き

煮物　甘鯛蓮根菊花蒸し　蟹餡掛け

強肴　国産牛の焼きしゃぶ　又は

小鍋　国産牛サーロインすき焼き

食事　あきたこまち　牧之原自然薯

甘味　本日のデザート

Buffet＆Dining ルミエール

中国料理白楽天 （火曜日定休）

― ご朝食について―
　● 朝食会場は、１階ルミエールにて和定食 または 洋定食をご提供いたします。
　　 定食につきましては、お選びいただけません。予めご了承ください。
　● ご朝食の内容や提供方法につきましては、状況に応じて変更となる場合がございます。

,


