
◇ダイナーセット
¥6,600（通常料金 ¥7,337）

17：00～21：30（L.O.）

★下記の①②③④より一品ずつお選び頂けます。

ライフスタイルに合わせて様々な用途にご利用頂ける、オールデイダイニングです。帝国ホテル伝統のカレーを

気軽にお楽しみ頂けるプランや、ティータイムにお楽しみ頂けるパンケーキのプランが新たに加わりました。

オールデイダイニング

パークサイドダイナー 本館1階
予約不要

◆前菜（3品）◆

シェフのおすすめオードブル / スモークサーモンとポテトサラダ
/ シーザーサラダ

◆メインディッシュ（6品）◆

シェフのおすすめの一品 / ステーキ丼 / 野菜カレー

/ ビーフカレー / ハンバーガー / マカロニグラタン

◆デザート（3種）◆

プチパンケーキ /  フルーツサンデー / カスタードプリン

◆コーヒーまたは紅茶◆

【メニュー例】

①

②

④

＊消費税・サービス料込 ＊お子様の特別料金はございません。 ＊食材の都合によりメニューが変わる場合がございますのでご了承ください。＊画像はイメージです。

スモークサーモンとポテトサラダ

本日のスープ

サーロインステーキ（US 180g）

選べるデザート（5品）

コーヒーまたは紅茶

¥9,900（通常料金 ¥12,777）

17：00～21：30（L.O.）

【メニュー例】

適用期間： 2022年10月1日（土）～2023年3月31日（金）
除外日 ： 特別催事期間 ※営業状況が変更となる場合がございます。

◇平日限定 カレーランチセット

¥4,200 （通常料金 ¥4,934） 11：00～17：00（L.O.）

サラダ

ビーフカレー
または野菜カレー

バニラアイスクリーム

コーヒーまたは紅茶

【メニュー例】

◇平日限定 ダイナー1ドル銀貨パンケーキセット

¥2,900 （通常料金 ¥3,634） 14：30～17：00（L.O.）

１ドル銀貨パンケーキ

コーヒーまたは紅茶

【メニュー例】

◆スープ（2品）◆

本日のスープ/ コーンスープ

③

◇ダイナーステーキコース
+ ワンドリンク付

マジックアワー

生ビールやワインをお楽しみいただける

フリードリンクプランです

2時間ご利用 ¥2,500

17：00～19:30（最終入店時間）

～ フリードリンク ～

生ビール、ワイン（白・赤）オレンジジュース

コーラ、アイスコーヒー、アイスティー

NEW

本プランご利用のお客様は

さらにお食事を10%ご優待いたします

帝国ホテル 東京 レストラン特別料金のご案内

わかばカード 会員の皆様へ

【お問い合わせ】 パークサイドダイナー TEL 03-3539-8046 ※ご予約は承っておりません。



カジュアルにお楽しみいただける人気のランチコースや、

帝国ホテル伝統の料理をご堪能いただけるコース料理をご用意しております。

フランス料理

ラ ブラスリー タワー館地下1階

要予約

＊消費税・サービス料込 ＊お子様の特別料金はございません。 ＊食材の都合によりメニューが変わる場合がございますのでご了承ください。＊画像はイメージです。
＊通常料金は予告なく変更となる場合があります。

適用期間： 2022年10月1日（土）～2023年3月31日（金）
除外日 ： 2022年12月23日(金）～25日（日）、2022年12月31日（土）～2023年1月3日（火）、特別催事期間

※営業状況が変更となる場合がございます。

【平日限定 ランチ】

◆ランチコースA （2PLATES）

①11:30 ～ 13：00 ￥3,900 （通常料金 ￥4,370 ） ②13:00以降 ￥3,400

◆ランチコースB （3PLATES）

①11:30 ～ 13：00 ￥5,200 （通常料金 ￥5,635 ） ②13:00以降 ￥4,700

≪メニュー例≫ サラダ、前菜、スープより一品 / 魚料理 または 肉料理 / コーヒー

≪メニュー例≫ サラダ、前菜、スープより一品 / 魚料理 または 肉料理 / デザート、コーヒー

◆伝統のランチコース 11:30 ～ 14:30 ￥6,600 （通常料金 ￥8,165 ）

【ランチ・ディナー共通】

◆選べるメイン 帝国ホテル伝統のコース

平日 ￥9,800 （通常料金 ￥12,190 ） 土日祝日 ￥10,800
≪メニュー例≫ テリーヌトラディッション（日替わり）/ 伝統のダブルビーフコンソメ/

◆2種類のメインを味わう 帝国ホテル伝統のフルコース

平日 ￥10,800 （通常料金 ￥13,248 ） 土日祝日 ￥11,800
≪メニュー例≫ テリーヌ トラディッション（日替わり） / 伝統のダブルビーフコンソメ /

海老と舌平目のグラタン “エリザベス女王”風 または シャリアピンステーキ/ デザート、コーヒー

海老と舌平目のグラタン “エリザベス女王”風＊ / シャリアピンステーキ＊ / デザート、コーヒー

＊はハーフポーション

ご利用時間 火～土曜日 11:30 ～ 14:30 / 17：00 ～ 20：00 日祝日 11:30 ～ 19：00

≪メニュー例≫ 本日の前菜またはスープより一品 / 海老と舌平目のグラタン ”エリザベス女王”風 または

シャリアピンステーキ / デザート、コーヒー

03-3539-8073
※月曜定休（祝日は営業、翌火曜休業）

帝国ホテル 東京 レストラン特別料金のご案内

わかばカード 会員の皆様へ

【ご予約・お問い合わせ】 ラ ブラスリー TEL 03-3539-8073



日本で初めて「好きなものを好きなだけ味わう」“バイキング”という

食のスタイルを生みだした帝国ホテルのブフェレストランです。

安全・安心な徹底した衛生対策のもと「お好きなものをお好きなだけ」味わえるブフェスタイルで

約40種類の料理・デザートをお楽しみいただけます。

インペリアルバイキング サール 本館17階

≪メニュー例≫

シーフードマリネ／テリーヌ2種盛り合わせ／野菜たっぷり伝統カレー

帝国ホテル伝統のポテトサラダ ミモザ風／デザート&フルーツ／

エスカルゴのクリーム煮込み／ローストビーフ 温野菜添え

他、多数の料理を季節ごとに変更し、提供しております。

適用期間： 2022年10月1日（土）～2023年3月31日（金）
除外日 ： 【ランチ】 2022年12月23日（金）～25日（日）、2023年1月1日（日）～3日（火）、催事期間中

【ディナー】 2022年12月23日（金）～2023年1月3日（火）、催事期間中
※営業状況が変更となる場合がございます。

＊消費税・サービス料込 ＊お子様の特別料金はございません。 ＊食材の都合によりメニューが変わる場合がございますのでご了承ください。
＊営業状況が変更となる場合がございます。

※イメージ画像

要予約

03-3539-8187

≪フリードリンク付プラン≫

ビール

赤・白ワイン

ソフトドリンク各種

ご利用時間 通常料金 特別料金

11:00 ～ 12:30 ¥10,120 ¥8,700

13:30 ～ 15:00 ¥10,120 ¥8,500

土日祝日 13:30 ～ 15:00 ¥12,650 ¥11,000

平日
月曜～金曜

¥13,915 ¥10,000

平日
月曜～金曜
+フリードリンク

¥17,940 ¥13,000

日曜・祝日 ¥16,445 ¥12,000

日曜・祝日
+フリードリンク

¥20,470 ¥15,000

17:00 ～ 22:00*

*20:00最終入店

ディナー
（120分間）

ランチ
（90分間）

平日
月曜～金曜

17:30 ～ 22:00*

*20:00最終入店

帝国ホテル 東京 レストラン特別料金のご案内

わかばカード 会員の皆様へ

コーヒー・紅茶をご利用の際は、別途ご料金（¥575）を頂戴しておりますので、予めご了承ください。

【ご予約・お問い合わせ】 インペリアルバイキングサール TEL 03-3539-8187



「喜び」「良き事」を表す「嘉」と、素晴らしい料理と人々に出会える

入口の意味をこめた「門」を合わせた「嘉門」。

肉の選定、管理を専門に行うスタッフが、日々最高の旨味を追求し、

選び抜いた肉を一番の食べ頃で提供しています。記念日やお祝いごと等、
特別な日の贅沢なひと時に、いかがでしょうか。

鉄板焼 嘉門 本館17階

和牛フィレステーキ 嘉門ランチ

≪メニュー例≫

本日のスープ

サラダ嘉門風

和牛フィレステーキ(100g)

ご飯 味噌椀 香の物

デザート

コーヒー

和牛ロースステーキ 嘉門ランチ

≪メニュー例≫

本日のスープ

サラダ嘉門風

和牛ロースステーキ(140g)

ご飯 味噌椀 香の物

デザート

コーヒー

和牛伊勢海老ランチ

≪メニュー例≫

本日のスープ

サラダ嘉門風

活伊勢海老

和牛ロースステーキ(120g) 

焼野菜

ご飯 味噌椀 香の物

デザート

コーヒー

＊消費税・サービス料込 ＊お子様の特別料金はございません。 ＊食材の都合によりメニューが変わる場合がございますのでご了承ください。
＊写真は全てイメージです。

¥19,800

11：30～14：00（L.O.）

（通常料金¥21,850）

※営業状況が変更となる場合がございます。

平日11：30入店限定 ¥17,500
平日13:00以降のご予約 ¥16,500

（通常料金¥18,975 ）

平日11：30入店限定 ))¥13,500
平日13:00以降のご予約 ¥12,500

（通常料金¥14,950 ）

適用期間： 2022年10月1日（土）～2023年3月31日（金）
除外日 ： 12月17日（土）～25日（日）、特別催事期間

プレミアムランチ グラスシャンパン付き

≪メニュー例≫

グラスシャンパン

アミューズブーシュ

活伊勢海老の茹で上げ 現代風 海老のマヨネーズソース

活鮑のステーキ

和牛ロースステーキ(120g)  または和牛フィレステーキ(80g)

季節のご飯 味噌椀 香の物
（ご飯はガーリックライスに変更できます）

デザート コーヒー

¥25,000 （通常料金¥30,740）

11：30～14：00（L.O.）

要予約 03-3539-8116

帝国ホテル 東京 レストラン特別料金のご案内

わかばカード 会員の皆様へ

【ご予約・お問い合わせ】 鉄板焼 嘉門 TEL 03-3539-8116


