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1.動きによる変化を楽しむハロウィンカクテル 

  「魔女によって魔法がかけられたハロウィンの夜」をテーマに、5 種のカクテルをご用意いたしました。 

  スパークリングワインを注ぐとわたあめが消えたり、泡の動きにあわせてアラザンが踊ったり、動く演出を加え、 

  動画撮影を意識した見た目の変化をお楽しみいただきます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【提供店舗】 東京プリンスホテル メインバー ウインザー（1F） 
【料 金】 \1,300 （ノンアルコールは￥1,100） 
【提供時間】 平日・土曜  5:00P.M.～12:00MID （ラストオーダー11:30P.M.） 
         日曜      5:00P.M.～11:00P.M. （ラストオーダー10:30P.M.）  

 

2.手土産に、ハロウィンのテイクアウトスイーツ 

かぼちゃのおばけ、こうもりなどハロウィンを彩る楽しい仲間たちをモチーフに、さつまいもやかぼちゃなどの

秋の食材を使用した一口サイズのスイーツをギフトボックスに詰めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
※上記料金には、消費税が含まれております。 上記のカクテル商品は別途サービス料 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。 ※写真はイメージです。 
※特定原材料 7 品目食材によるアレルギー（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）がございましたら係へお申し付けください。 

ハロウィン商品概要 販売期間:2017 年 10 月 1 日（日）~10 月 31 日（火） 

＜＜＜＜スイーツ内容スイーツ内容スイーツ内容スイーツ内容＞＞＞＞    

① ジャックオーランタンの竹炭入りマカロン   

② コウモリの巣が広がるカボチャのチーズスフレ 

③ 魔女の帽子のカボチャクリーム入りプチシュー 

④ 棺桶型紫芋タルト 

⑤ Skelton - ブールドネージュクッキー 
 

【お客さまからのお問合せ】東京プリンスホテルレストラン予約係 TEL： 03－3432－1140 （受付時間 10:00A.M.～6:00P.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 ブーランジュリートーキョー TEL： 03－5400－1146 （10:00A.M.～8:00P.M.） 

  東京プリンスホテル ティーサロン ピカケ     TEL：03-3432-1144 （9:00A.M.～9:00P.M.） 

4 2 5 3 1 

1.    「「「「Cotton Candy    Magic」」」」 
   グラスに乗ったわたあめの上からスパークリングワインを注ぐと、パッションフルーツのリキュールの中から 

真っ赤な花が現れます。 

2.    「「「「Magical Sparkling」」」」 
    柑橘系をベースにした淡い紫色のリキュールにスパークリングワインを加えたカクテル。 

    グラスに忍ばせたシルバーのアラザンが、炭酸の泡とともにグラスの中で踊ります。 

3.    「「「「Halloween Night」」」」 
    カルーアとマロンリキュールの 2 色のカクテル。混ぜて色の変化と秋らしい風味をお楽しみいただきます。 

4.    「「「「JACK」」」」           メロンリキュールとオレンジの、ジャックオーランタンをイメージしたカクテル。 

5.    「「「「Violet Witch」」」」            花びらが舞う夜空をイメージした、パープルのノンアルコールカクテル。 
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5 【商 品 名】 Halloween Petit Sweets Box 
【料 金】 \1,800 
【販売店舗】 ザ・プリンス パークタワー東京 ブーランジュリートーキョー（1F） 
         東京プリンスホテル ティーサロン ピカケ （1F） 
【販売時間】 ブーランジュリートーキョー  11:00A.M.～8:00P.M. 
         ティーサロン ピカケ      11:00A.M.～9:00P.M. 


