
 
 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

報道関係者各位 
 

   【報道関係者からのお問合せ先】 
           コンラッド東京 

    マーケティング コミュニケーションズ  
            粉川元美 平川真美 羽根昌紀 

           TEL: 03-6388-8500 
FAX: 03-6388-8244 

 Email: conradtokyo.pr@conradhotels.com 
 

 

コンラッド東京、名高いクリスタルブランド Swarovskiとの期間限定コラボレーション 
ブランドカラーとクリスタルやジュエリーにインスピレーションを得たアフタヌーンティーのほか宿泊、バータイムプランも 

 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2022年9月14日】コンラッド東京（東京都港区、総支配人ニール・マッキネス）は、11月1日（火）より1895年のブランド創

立時から受け継がれるクリスタルカットの匠な技と、技術革新とデザインへのあくなき情熱によって、世界随一のクリスタルブランド

に発展したSwarovskiとの期間限定コラボレーションプランをアフタヌーンティー、宿泊、そしてバータイムのアペロにて提供します。

いずれもホリデーシーズンの贈り物やサプライズなどに最適な心躍る内容です。 

 

■「コンラッドアフタヌーンティー with Swarovski」 

Swarovskiのブランドカラーとモダンでグラマラスなクリスタルや洗練されたカッティングが施されたジュエリーにインスピレーションを得た

きらめくアフタヌーンティー。コンラッド東京のペストリーシェフ岡崎正輝（おかざきまさき）がホリデーシーズンにふさわしいスイーツにアレ

ンジしました。美しいプレゼンテーション、食材のコンビネーションによる新しい味の発見やサプライズなど、心が動くポイントがいくつ

も隠されています。スタンダードアフタヌーンティーでは、スイーツ 5種、セイボリー3種、スコーン2種をお召し上がりいただけます。 

 

今年のホリデーシーズンのコンラッド・ベアは、Swarovski® Crystals のチャームが光るスペシャルバージョン。コンラッド・ベア付き

のプランでお持ち帰りいただけます。 

mailto:conradtokyo.pr@conradhotels.com


 
 
 

 
 

 

 

また、この「コンラッドアフタヌーンティー with Swarovski」のスイーツ4種、セイボリー2種、スコーン2種にロンネフェルト社の紅茶や

ハーブティーが付いたオリジナルテイクアウトボックスも販売します。ご自宅でのパーティーにはもちろん、ギフトにもぴったりです。 

 

「コンラッドアフタヌーンティー with Swarovski」 メニュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紅茶のムース ルイボスティー

シャンティー 

チョコレートサブレの上に紅茶

のムースを載せ、上にルイボス

ティーのクリームを絞りました。

小さなシルバーの星を飾り、

Stellaシリーズのグラマラスな

ジュエリーをイメージ。 

レモンとベルガモットのカップケ

ーキ バラのクリーム 

レモンとベルガモットのフレーバ

ーのカップケーキにバラが香る

クリームを絞り、フレッシュラズ

ベリーをトッピング。

Swarovskiのロゴをあしらい

ました。 

いちごとバニラのパンナコッタ 

バニラとシナモンのゼリー 

ピンクの色彩が可愛らしいいち

ごとバニラのパンナコッタの上に

フレッシュいちごをあしらい、クリ

スタルのように輝くゼリーで閉じ

込めました。シナモンの香りが

華やかなホリデーシーズンを思

わせます。 

ラズベリーのシュークリーム 

サクサクとしたシュー生地にラ

ズベリークリームを入れ、ホワ

イトチョコレートの飾りを纏わ

せてSwarovskiのシンボルで

ある美しいスワンに。 

キャラメルオレンジクリーム エ

ルダーフラワーのジュレ 

タルトの中にキャラメルオレン

ジクリームとスポンジを入れ、

ホワイトチョコレートのガナッシ

ュを流しました。美しいカッティ

ングを表現したエルダーフラワ

ーのゼリーとホワイトチョコレー

トのドームで飾って。 

オマール海老のアスピック ミ

ルクパール 

トーストブレッドの上に、贅沢

にオマール海老を閉じ込めた

コンソメゼリーを載せました。

薄くスライスしたトーストとミル

クパール、シルバーをトッピン

グ。 

サーモンシュニッツェルバーガー 

Swarovskiが生まれたオース

トリアの代表料理シュニッツェ

ルをサーモンのフライでアレン

ジ。タルタルソース、フリルレタ

スと一緒にビーツで可憐なピ

ンク色に仕上げたバンズに挟

みました。 

ポークリエットとゴートチーズ

のムース 

ビーツのタルトに、ポークリエッ

トを詰め、ヘルシーなゴート

チーズのムースを絞りました。

グリッターを纏った星を飾り、

クリスマスツリーをイメージ。 



 
 
 

 
 

 

「コンラッドアフタヌーンティー with Swarovski」 概要 
 
期間： 2022年11月1日（火）～12月25日（日） ※12月19日（月）～23日（金）は土日祝日料金 
時間： 毎日 11:00～16:30 ※2時間制 
場所： 28階 バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」 
料金：   

 スタンダードアフタヌーンティー 1名様 平日6,500円 / 土日祝日7,500円 
※平らなガラスのプレートでご用意。約20種のドリンクセレクションからお好きなものをお好きなだけ。 

 

 コンラッド・ベア付き・スタンダードアフタヌーンティー 1名様 平日9,500円 / 土日祝10,500円 
※Swarovski® Crystalsのチャーム付きコンラッド・ベアを含むプランです。1日限定40名 

※平らなガラスのプレートでご用意。約20種のドリンクセレクションからお好きなものをお好きなだけ。 

 

 コンラッド・ベア付き・デラックスアフタヌーンティー 1名様 平日12,000円 / 土日祝13,000円 

※Swarovski® Crystalsのチャーム付きコンラッド・ベアを含むプランです。1日限定6名 

※階段式のプレートでご用意。Swarovskiのトースティンググラスでご提供するグラスシャンパーニュ1杯

に加え、約20種のドリンクセレクションからお好きなものをお好きなだけ。 

 
内容： 

 スイーツ（全5種） 
・ いちごとバニラのパンナコッタ バニラとシナモンのゼリー 
・ ラズベリーのシュークリーム 
・ 紅茶のムース ルイボスティーシャンティー 
・ レモンとベルガモットのカップケーキ バラのクリーム 
・ キャラメルオレンジクリーム エルダーフラワーのジュレ 

 
 セイボリー（全3種 / デラックスアフタヌーンティーは全4種） 
・ オマール海老のアスピック ミルクパール 
・ ポークリエットとゴートチーズのムース 
・ サーモンシュニッツェルバーガー 
・ 鰻とフォアグラのテリーヌ バルサミコパール ※デラックスアフタヌーンティーにて提供 

 
 プレーンスコーン、レモンスコーン クロテッドクリーム、ストロベリージャムを添えて 

 
 お飲み物 

約20種のドリンクセレクションからお好きなものをお好きなだけ。 

 
ご予約・お問い合わせ：公式サイト または 03-6388-8745 （レストラン予約直通） 
キャンセルポリシー：前日20時以降100%（予約時にご登録いただいたクレジットカードにご請求いたします。） 
 
 
※表示料金には税金・サービス料が含まれます。 
※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがあります。 
※画像はイメージです。 
※諸般の事情を鑑み、グラスシャンパーニュ付きプランがノンアルコールスパークリングワインの提供になることがございます。 
 
 
 
 
 
 
 

デラックスアフタヌーンティー 

https://conrad-tokyo.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/afternoontea/twentyeight-christmas


 
 
 

 
 

 

「コンラッドアフタヌーンティー with Swarovski」 テイクアウト概要 
 
アフタヌーンティーセットより、スイーツ4種（ラズベリーのシュークリーム、紅茶
のムース ルイボスティーシャンティー、レモンとベルガモットのカップケーキ バラ
のクリーム、キャラメルオレンジクリーム エルダーフラワーのジュレ）、セイボリー2
種（ポークリエットとゴートチーズのムース、サーモンシュニッツェルバーガー）、ス
コーン2種（プレーン、レモン）をテイクアウトボックスでお持ち帰りいただけるセ
ット。ロンネフェルト社のティーバッグ付き。 

※テイクアウト用ボックスは写真とは異なります。 

 
期間：  2022年11月1日（火）～12月25日（日） 
受け渡し時間： 毎日 12:00～17:00   
受け渡し場所： 28階 バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」 
料金：        1名様分  5,000円  
 
予約：公式サイト にてクレジットカード決済。（クレジットカード情報をご入力いただき、受け取り当日に決済されます。） 
キャンセルポリシー：前日50%、当日100%（予約時にご登録いただいたクレジットカードにご請求いたします。） 
お問い合わせ： 公式サイト または 03-6388-8745 （レストラン予約直通） 
 
※事前予約制。アフタヌーンティー・テイクアウトは受け取り日の2日前までにご予約をお願いします。 
※表示料金には税金が含まれます。 
※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがあります。 
※画像はイメージです。テイクアウト用ボックスは写真とは異なります。 
 

■宿泊プラン：「コンラッドステイ with Swarovski」 

気分が高まるホリデーシーズンのご宿泊に、窓の外に広がる東京湾の煌めく

夜景とともに、Swarovskiの世界を体験する期間限定の宿泊プランをご用

意しました。太陽が沈み空の色が夜へと変わっていく頃、バー＆ラウンジ「トゥ

エンティエイト」でSwarovskiのクリスタルがステムに輝くトースティンググラスで

シャンパーニュをお楽しみください。また、客室にはクリア・クリスタルがダイナミッ

クに装飾された新作のSwarovskiボールペンにCONRADと刻印されたス

ペシャルギフトと、Swarovski® Crystalsのチャームが揺れるコンラッド・ベアを

ご用意。さらに、「コンラッドアフタヌーンティー with Swarovski」をインルームで

楽しむオプションもあります。 

 
 「コンラッドステイ with Swarovski」 概要 
 
予約期間： 2022年9月14日（水）～12月25日（日） 
宿泊期間： 2022年11月1日（火）～12月25日（日） 
料金： ベイビュールーム1室 2名1泊 65,780円～ 
     ※別途1名につき200円の宿泊税がかかります。 
内容： 
・ ベイビュー側の客室での1泊 
・ オールデイダイニング「セリーズ」、ルームサービス（コンチネンタルブレックファー
ストのみ）、またはエグゼクティブラウンジ（エグゼクティブフロア宿泊の場合）での
朝食 
・ バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」のバータイム（17:00～）にSwarovskiのトースティンググラスにてシャンパーニュをお一人様に
つき1杯 
・ CONRAD刻印入りSwarovskiボールペン 1 部屋につき 1 本（同室にご宿泊の方は追加料金にて1名につき1本購入
可能） 

https://conrad-tokyo.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/afternoontea-takeout/twentyeight-christmas
https://conrad-tokyo.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/afternoontea-takeout/twentyeight-christmas


 
 
 

 
 

 

・ Swarovski® Crystalsのチャーム付きコンラッド・ベア 1 部屋につき1つ（同室にご宿泊の方は追加料金にて1名につき1つ
購入可能） 
オプショ ン：「コンラッドアフタヌーンティー with Swarovski」をインルームにて（追加お一人様7,500円） 
 
ご予約・お問い合わせ：  公式サイトまたは電話03-6388-8000（代表）にて承ります。 

 

※表示料金には税金・サービス料が含まれます。 

※画像はイメージです。 

 

■バー＆ラウンジのクリスマスプラン：「コンラッド・アペロ with Swarovski」 

ジュエリーやアクセサリーにインスパイアされた一口サイズのアミューズブーシュと、

Swarovskiのトースティンググラスで楽しむシャンパーニュなど2時間のフリーフロ

ーがセットになった3日間限定のクリスマスプラン。フォアグラ、ずわい蟹、牡蠣

など贅沢な食材を使用し、ホリデーシーズンにぴったりな一皿に仕上げました。

煌めく夜景を独り占めにしているような気分を味わえるバータイム。

Swarovski® Crystalsのチャーム付きコンラッド・ベアもお持ち帰りいただけま

す。 

 

「コンラッド・アペロ with Swarovski」 概要 

期間： 2022年12月23日（金）～12月25日（日） 

時間： 19:00 / 19:30 ※2時間制 

料金： 1名様 19,000円〜 （コンラッド・ベア付き） 

メニュー： 

・ 富山県産白海老のタルタルとフォアグラ グラニースミスのマリネ 

・ 鴨、豚、鶏のテリーヌ 金柑とマスタード 

・ フォアグラのテリーヌとあんぽ柿 百合根のモンテ・ビアンコ 

・ ずわい蟹と蟹味噌のラビオリ仕立て カリフラワーのサラダ 

・ 大入島産牡蠣と和牛の昆布締め 酢橘ポン酢とクリスタルキャビア 

・ 伊達鶏と堀川牛蒡のバロティーヌ 卵黄と柚子胡椒のピューレ 

・ ラズベリーのシュークリーム 

・ フロマージュブランのムース もみの木の蜂蜜のゼリー あまおうのマリネ 

 

ご予約・お問い合わせ： 公式サイトまたは03-6388-8745 （レストラン予約直通） 

 
※表示料金には税金・サービス料が含まれます。 
※表示の内容および料金は、仕入れ状況により予告なく変更になることがあります。 
※諸般の事情により営業日時は変更になることがあります。予約時にご確認ください。 
※画像はイメージです。 

 

また、バー＆ラウンジ「トゥエンティエイト」では2022年12月30日までヒルトンのゲスト・ロイヤルティ・プログラム「ヒルトン・オナー

ズ」のダイニング特典「Like a Member」をご利用いただけます。ホテルに宿泊をしないヒルトン・オナーズ会員の皆様も利用するこ

とができる本特典には、ヒルトンがアジア太平洋地域で運営するレストランやバーでのボーナス・ポイント付与や、最大25%の割

引が含まれます。特典の詳細はこちらをご参照ください。この機会にぜひ「ヒルトン・オナーズ」にご登録いただき、特典をご利用く

ださい。※12月22日（木）～12月25日（日）は割引除外。 

https://conrad-tokyo.hiltonjapan.co.jp/plans/rooms/8535
https://conrad-tokyo.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/dinner/twentyeight-christmas
https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/
https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/
https://hiltonhotels.jp/apac-fandb_ja_jp/#dinning
https://hiltonhotels.jp/apac-fandb_ja_jp/#dinning
https://www.hilton.com/ja/hilton-honors/
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【ヒルトン・クリーンステイ対策】 
・ 館内に自動消毒スプレーを複数個所設置し、お客様には来館時、手指消毒と検温、マスクの着用をお願いしています。 

・ 十分な距離を保った空間をご用意しています。 

・  テーブルや椅子、公共スペースの頻繁な清掃を行っています。 

・ チームメンバー（スタッフ）は手洗い・うがい、アルコール消毒剤の使用、マスクの着用を徹底しています。 

 

コンラッド東京について 

銀座からほど近い汐留に位置し、浜離宮恩賜庭園、レインボーブリッジ、東京湾のパノラマビューを見渡す、和のモダンデザインがコンセ
プトのコンラッド東京。スタンダードルームでも都内最大級の48㎡を誇る広々とした291の客室、活気溢れる4つのレストランとバー＆
ラウンジ、最新鋭の設備を備える大・中・小の宴会施設、スパ、プール、フィットネスが備わった、1400㎡の面積を有する「水月スパ
＆フィットネス」などの充実した施設を擁しています。『ミシュランガイド東京』をはじめ、『コンデナスト・トラベラー“ゴールド・リスト”』や、
『トリップ・アドバイザー“トップ25ホテルズ”』など国内外で常にトップの評価を獲得し続けています。コンラッド東京に関する詳細は
conradtokyo.jpをご覧ください。また、フェイスブックwww.facebook.com/conradtokyoやツイッター
www.twitter.com/conradtokyo、インスタグラムwww.instagram.com/conradtokyoでも情報を配信しています。 

 

コンラッド・ホテルズ＆リゾーツについて 

ホスピタリティ業界のグローバルリーダーであるヒルトンの 1ブランドとして、世界 5大陸に 40軒以上のホテルを展開しているコンラ
ッド・ホテルズ&リゾーツは、コンテンポラリーなデザインや先進的なイノベーション、キュレーションアートで、新しいことに挑戦する世
界中のお客様の感性を刺激します。またコンラッドでは、ローカルや世界の文化に触れながら、お客様に満足いただけるサービス
を体験することができます。コンラッド・ホテルズ＆リゾーツのご予約は、公式サイト（https://conrad.hiltonhotels.jp/）または業界
をリードするヒルトン・オナーズのモバイルアプリから。ヒルトンの公認予約チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員に
は、すぐに利用できる特典をご用意しています。 

最新の情報はこちらをご覧ください。
newsroom.hilton.com/conradhotels, www.facebook.com/conradhotels, www.instagram.com/conradhotels, www.

twitter.com/conradhotels. 

 

Swarovski について 

Swarovskiは、魔法と科学が出会う場所です。 

 

Swarovskiは、企業を一つの魅力的なアイデアでまとめ、クリスタルの職人技の驚きを提供する新しい世界を実現しました。
1895年にオーストリアで設立された Swarovskiは、世界最高品質のクリスタル、ジェムストーン、Swarovski製のダイヤモンドや
ジルコニア、ジュエリー、アクセサリー、クリスタルオブジェ、ホームアクセサリーをデザイン、製造、販売しています。兄弟会社である
Swarovskiオプティック（光学デバイス）そしてチロリット（研磨剤）と共に、Swarovski クリスタルビジネスは Swarovskiグループへ
と形を変えました。  

 

Swarovskiは、人間と地球を大切にすることは、常に企業としての責任であると考え、これまで当社の伝統文化に深く根ざして
きました。現在、若い世代を対象にした教育プログラムや基金を通じて、当社の持続可能性に関するアジェンダを確立していま
す。その中で人間力を高めることを促進し、社会にプラスの影響を与えるため、天然資源を保護することを明言しています。 

 

https://conrad-tokyo.hiltonjapan.co.jp/
http://www.facebook.com/conradtokyo
http://www.twitter.com/conradtokyo
http://www.instagram.com/conrad_tokyo
https://conrad.hiltonhotels.jp/
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