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1.隠れた Trick を楽しむ 「Trick or Treat! いたずらハロウィンハイティー」 

  ハロウィンの夜、ナイトパーティーには魔法がかかります。紫とオレンジの不思議な 2 色のカクテルでの乾杯を

合図に始まるハイティーの料理には、夜の闇にまぎれてかぼちゃのおばけやコウモリ、魔女があらわれるほか、

開けるとおばけが現れるお料理や、スプーンを入れると夜空の色のソースが現れるスイーツ、口に入れると  

パチパチするスイーツなど、隠れた「Trick」をお楽しみいただきます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【プ ラ ン 名】 Trick or Treat! いたずらハロウィンハイティー 
【提供店舗】 ロビーラウンジ（1F） 
【料 金】 1 名さま\5,000  ※1 日 10 名さままで  ※ご利用の 3 日前までにご予約ください。 
【内   容】 ハロウィンハイティーセット、乾杯用ハロウィンカクテル、フリードリンクのセット （2 時間制） 
【提供時間】 5:00P.M.～9:00P.M.  （ラストオーダー 終了 30 分前まで） 

 

 
2.⾒て、⾷べて楽しむ ハロウィンスイーツ＆ブレッド 

おばけ、かぼちゃ、魔女の帽子。ハロウィンを彩る楽しいアイテムをカップケーキやパンに表現いたしました。 

スイーツは女性の自分へのご褒美やシェアして楽しめるギフトに、パンはご自宅へのおみやげとしてお楽し

みいただけるよう、女性スタッフが考案いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
※上記料金には、消費税が含まれております。 ロビーラウンジにて提供するプランは別途サービス料 10％を頂戴いたします。 
※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。 

ハロウィン商品概要 販売期間:10 月 1 日（土）~10 月 31 日（月） 

ハイティーメニュー 
1 段目  ★こうもり羽ばたく夜空をイメージした 

白ワインとカシスのヴェリーヌ 
      ★魔⼥の忘れ物〜チョコレートの帽子 
 
2 段目   ・オリジナルスコーン かぼちゃとマロンのクリーム 

・おばけかぼちゃシュークリーム、マカロン 

3 段目   ・ハロウィン風オレンジカップのサラダ 
・かぼちゃ餡とミートソースの蒸しパン 
・かぼちゃ、チーズ、生ハムのミニサンド 

別皿    ★おばけかぼちゃのおばけリゾット 
・キッシュ＆かぼちゃチップス 

ドリンク    ・魔⼥の乾杯ドリンク「Magical Time」 
       ・ワイン（スパークリング、赤・白）を含むアルコール 5 種 
       ・紅茶（ダージリン、アールグレイなど 11 種） 
       ・ほかコーヒーなどソフトドリンク 6 種 
 

【商 品 名】 Park Tower Halloween Collection 2016 
【販売店舗】 ブーランジュリートーキョー（1F） 
【料 金】 1 セット（3 個入り）\1,500 
【販売時間】 10:00A.M.～8:00P.M. 

 

【商 品 名】 ①ハロウィンかぼちゃパン ②Witch Halloween 
【販売店舗】 ブーランジュリートーキョー（1F） 
【料 金】 ①\220 ②\230 
【販売時間】 8:00A.M.～10:00P.M. 

 

【お客さまからのお問合せ】 ザ・プリンス パークタワー東京 TEL： 03－5400－1111  （代表） 
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★ ★ 

★ 

スプーンを入れると 
Trick！ 

ふたを開けると 
Trick！ 

食べると Trick！ 

【お客さまからのお問合せ】 ザ・プリンス パークタワー東京 ホテルショップ係   
TEL： 03－5400－1146 （10:00A.M.～8:00P.M.） 

                         


