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■ザ・プリンス パークタワー東京のクリスマスケーキ 販売概要
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◎本件に関する報道各位からのお問合せは
ザ・プリンス パークタワー東京 マーケティング戦略
TEL: 03-5400
5400-1180（直通）
（直通） FAX: 03-5400-1174
03
74

広報担当
担当

ザ・プリンス パークタワー東京 2016 年クリスマスケーキ 紹介
1.パーティーにおすすめのシェアするケーキ
■「ORNAMENT BOX」 （数量限定）
クリスマスツリーの飾りつけはクリスマスの訪れを告げる風物詩です。大人もこどもも楽しい、ツリーの飾りつけ
を行うときのワクワク感をイメージし、「オーナメントのプレゼント」をケーキにいたしました。
プレゼントボックスにはチョコレートで大きな花と 4 色の色鮮やかなボールをデザインし、中に入っている 10 色
のオーナメント型ケーキはそれぞれ異なるテイストで、お選びいただく際のワクワク感を演出いたしました。
ご家族やグループでシェアしながらお楽しみいただけます。
オーナメントケーキ 内容
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【料 金】 \18,000
【サ イ ズ】 ＢＯＸ部分
オーナメント

④

⑤

1. ミルクチョコレート、キャラメルナッツ
2. ラズベリー、ピスタチオ
3. 抹茶、あずき
4. マンゴーココナッツ
5. いちご、リュバーブ
6. カシス、マロン
7. はちみつ、紅茶
8. オレンジ、ホワイトチョコレート
9. チョコレート、ブランデー
10. ダブルチーズ

高さ約 10cm（最大約 20 ㎝）、幅約 30 ㎝、奥行き約 20 ㎝
直径約 5cm、高さ約 8 ㎝

①

■Park Tower Christmas Collection 2016
~Share the Happiness~
ツリーやプレゼントのほか、トナカイ、スノーマンなど、
クリスマスおなじみの仲間たちをモチーフに、カップケーキに
仕あげました。主役のサンタクロースはあわててプレゼント
を運んだせいか、転んで雪の中に埋まってしまいました。
ポップな世界感を、シェアしながらお楽しみいただきます。

②

④
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⑤
【料 金】 \3,000（5 個セット）
【サ イ ズ】 カップケーキ 1 個 高さ約 10 ㎝、直径約 8 ㎝
【内 容】 バターをたっぷり使用し、しっとりと焼き上げたマフィンに、モチーフごとに異なるテイストを加えました。
①ツリー
ピスタチオ＆グリオットチェリー ②トナカイ
アップルシナモン＆チョコレート
③プレゼント
オレンジ＆ジンジャー
④スノーマン 紅茶＆はちみつ
⑤サンタクロース マスカルポーネクリーム&チョコチップ

2.自分へのご褒美に 素敵な⼥性に贈るケーキ
■「Un pas de plus (アン パ ドゥ プリュス)」
イルミネーションに彩られ、街が華やかになるクリスマスは、女性に
とっても気分が高まる特別な季節です。「いい靴は素敵な場所に
連れて行ってくれる」という言葉のように、いい靴とともにドレスアップ
してキラキラと輝く女性をイメージし、ラッキーアイテムである靴を
バラの花とともにホワイトチョコレートであしらいました。
当ホテルの女性スタッフによるプロジェクトチーム「TOKYO HONEY
PROJECT」が仕事にプライベートに、がんばる女性を応援するケーキ
として考案し、名称に「新たな一歩」という意味を込めました。
【料 金】 1 個 \8，000
【サ イ ズ】 直径最大約 16 ㎝、高さ約 22 ㎝
靴の部分 約 12 ㎝、高さ約 10 ㎝
【内 容】 土台のケーキ・・・パッションフルーツ風味のスフレチーズケーキ
デコレーション・・・ホワイトチョコレートで靴とバラをデザインし、
ベリーのジュレが入ったレアチーズケーキに仕あげました。
※上記料金には、消費税が含まれております。 ※仕入状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。
※食材によるアレルギーがございましたら、あらかじめ係へお申し付けください。

