
 
 

 

                                                                                

 

 

 

 

 

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、7月1日（金）より「グラマラス・ピーチ・アフタヌーンティー with ウェッジウッド」を開催  
旬のジューシーな桃をふんだんに使用した心奪われるスイーツがラインアップ 

ピンクと白のコントラストが映える爽やかな夏のアフタヌーンティー 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

【2022年 5月 18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、7月 1日（金）よりバー＆ラウンジ「トゥエン

ティエイト」にて、夏が旬のみずみずしく甘い香りが溢れる桃をふんだんに使用し、色・香り・味わいで魅了する「グラマラス・ピーチ・

アフタヌーンティー with ウェッジウッド」を開催します。260 年以上の歴史を誇る英国王室御用達ブランド「WEDGWOOD 

（ウェッジウッド）」とのコラボレーションによるこのアフタヌーンティーでは、艶やかな姿が魅力的なスイーツが並ぶアフタヌーンティープレ

ートとともに、世界中で広く愛されるファイン ボーン チャイナにハニカム柄のエンボスがあしらわれたウェッジウッドの「ジオ」コレクション

の食器をテーブルにご用意。モダンな雰囲気と洗練されたシェイプの白い食器と、可愛らしくも美しいピンクのスイーツとセイボリー

のコントラストが爽やかな夏のひとときを演出します。 

 

ベルガモットで豊かに香り付けしたウェッジウッド ティーの人気フレーバー、シグニチャー ティー アールグレイをミルクティーにして使用し

た「ココナッツとアールグレイのパンナコッタ バラのゼリー 桃のコンポート」、珍しいフランスの赤い実の桃を使った「ペッシュ・ド・ヴィー

ヌのジュレ バニラムース」、白桃の甘味とラズベリーの酸味が絶妙な「白桃のムース ラズベリーのジュレ」、ジューシーな国産白桃

とヘルシーな豆乳クリームを挟んだ「白桃と豆乳のサンドウィッチ」などのスイーツ 5 種、桃とオマール海老のペアリングが斬新な「桃
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のスープ オマール海老のコンソメゼリー」、フレッシュピーチが自家製ポークリエットの旨味を引き出す「ポークリエットと桃のスライダ

ー」などセイボリー3種、そして人気のスコーンはプレーンとココナッツの 2種類をクロテッドクリームと桃とグアバのジャムを添えてお召

し上がりください。スイーツやセイボリーとともに、ウェッジウッドの紅茶をを含む約 20種類のドリンクをお好きなだけお召し上がりいた

だけます。 

 

「グラマラス・ピーチ・アフタヌーンティー with ウェッジウッド」 メニュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アプリコットのタルト 桃のクリ

ーム 

タルト生地の中に、甘酸っ

ぱいアプリコットのクリームを

流し、ウェーブ型のホワイトチ

ョコレートの中に甘い桃のク

リームを絞りました。ウェッジウ

ッドのロゴを飾って。 

桃のスープ オマール海老の

コンソメゼリー 

オマール海老の風味豊かな

味わいが感じられるコンソメを

ゼリーにし、白桃が香るスー

プを注ぎました。オレンジ色の

エビオイルが見た目にもアクセ

ントに。 

ポークリエットと桃のスライダー 

桃を練り込んだバンズに、桃

を加えた自家製ポークリエッ

ト、桃のコンポート、彩り豊か

なケールを挟みました。リエッ

トの塩味と桃の甘みの相性

が良く、紅心大根のピクルス

の酸味が味を引き締めま

す。 

白桃とチキンムースのタルト 

タルトに白桃のコンポートを

入れ、その上にチキンムース

を重ね、ビーツで鮮やかなピ

ンクに仕上げた桃のゼリーシ

ートで包みました。トップにエ

ディブルフラワーのスイートア

リッサムをデコレーション。 

白桃のムース  ラズベリーの

ジュレ 

甘く香る白桃のムースの中

に、ほど良い酸味のラズベリー

のジュレを忍ばせたさっぱりとし

た甘さの一品。フレッシュラズ

ベリーとピンクの花びらのような

チョコレートをトッピングして愛

らしく仕上げました。 

白桃と豆乳のサンドウィッチ 

真っ白なスポンジ生地にジュ

ーシーな国産の白桃とヘル

シーな豆乳クリームをサンド。

上に豆乳クリーム、白桃、そ

してエディブルフラワーを飾っ

た上品なサンドウィッチです。 

ココナッツとアールグレイのパン

ナコッタ バラのゼリー 桃のコ

ンポート 

ココナッツと、ミルクティーにした

ウェッジウッドのアールグレイが

香るパンナコッタの上にバラのゼ

リーを重ね、みずみずしいフレッ

シュピーチのコンポートをトッピン

グ。香りの四重奏が気分を盛

り上げる一品です。 

ペッシュ・ド・ヴィーヌのジュレ 

バニラムース 

サブレの上に、珍しいフランス

の赤い実の桃、ペッシュ・ド・ヴ

ィーヌのジュレとバニラのムース

を 2 層に重ね、トップにピンク

のカカオバターと金粉でドレス

アップしたホワイトチョコレート

をあしらいました。 

 



 
 
 

 
 

 

「グラマラス・ピーチ・アフタヌーンティー with ウェッジウッド」 概要 
 
期間： 2022年7月1日（金）～8月31日（水） 
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 / 土日祝日およびお盆期間の 8月 11日（木・祝）～8月
15日（月）6,800円 
※平らなガラスのプレートでご用意。ウェッジウッドの紅茶を含む約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 7,800円 
※コンラッド・ベアが付いたプランです。 

※平らなガラスのプレートでご用意。ウェッジウッドの紅茶を含む約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 10,500円 
※コンラッド・ベアが付いたプランです。 

※階段式のプレートでご用意。乾杯のグラスシャンパーニュ1杯に加え、ウェッジウッドの紅茶を含

む約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） 
・ ココナッツとアールグレイのパンナコッタ バラのゼリー 桃のコンポート 
・ ペッシュ・ド・ヴィーヌのジュレ バニラムース 
・ 白桃のムース  ラズベリーのジュレ 
・ 白桃と豆乳のサンドウィッチ 
・ アプリコットのタルト 桃のクリーム 

 
 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） 
・ 桃のスープ オマール海老のコンソメゼリー 
・ 白桃とチキンムースのタルト 
・ ポークリエットと桃のスライダー 
・ 桃とサーモンのクレープロール ※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、ココナッツスコーン クロテッドクリーム、桃とグアバのジャムを添えて 

 
 お飲み物 

ウェッジウッドの紅茶を含む約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。 
 

また、本アフタヌーンティーでは 2022年 12月 31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。 

 
 

### 

デラックスアフタヌーンティー 

https://conrad-tokyo.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/afternoon_tea/twentyeight-2207
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/


 
 
 

 
 

 

 

 

【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。 

 

ヒルトンの新たな衛生基準となる「ヒルトン・クリーンステイ」の詳細はこちらをご覧ください。 

https://www.hilton.com/ja/corporate/cleanstay/ 

 

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. 

 

ウェッジウッドについて 

「ウェッジウッド」は、ジョサイア・ウェッジウッドによって 1759年に創設されました。創業者のジョサイアは素晴らしい陶工であるととも
に、博愛主義やマーケティングの先駆者でもありました。260年を超える伝統を持つウェッジウッドは真のイギリス文化のアイコンで
す。現代のウェッジウッドは、好奇心旺盛で創造的、想像力豊かな人々が集う場所として、創造性、自己表現、ユーモア、そし
てたくさんの紅茶によって活気づけられています。革新的なデザインとクラフトマンシップの豊かな伝統が私たちのすべての行動の核
となり、自信に満ちたカラフルな世界は、驚きとインスピレーションを与えてくれる場所となっています。ウェルビーイングに自分を楽し
める場所、ウェッジウッドへようこそ。 

wedgwood.jp 

 

フィスカースについて 

Fiskars -“Making the everyday extraordinary”  

フィスカース“毎日をこの上ない特別な日にする” 

フィスカース社は、Fiskars、Wedgwood、Royal Copenhagen、Iittalaなど、世界的に認められているブランドを傘下に持ち、
世界中の消費者のなにげない暮らしの一瞬一瞬が豊かになるような、そして特別な輝きに包まれるような価値を提供していきた
いと考えています。私たちは 30 カ国で事業を展開し、100 カ国以上で製品を販売しています。当社の株式は Nasdaq 

Helsinki (FSKRS)に上場されています。詳細は、www.fiskarsgroup.com をご覧ください。また、ツイッターでは
@fiskarsgroup をフォローしてください。 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hilton.com%2Fja%2Fcorporate%2Fcleanstay%2F&data=02%7C01%7CMisako.Ohira%40ConradHotels.com%7C1c3e9fa5ade643ce36ad08d8351347b6%7C660292d2cfd54a3db7a7e8f7ee458a0a%7C0%7C0%7C637317704202704370&sdata=AyWLmWdAMKbTUeeHrLY2i7%2FylvZWDauL9%2Fc%2By3u%2FdFM%3D&reserved=0
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/
https://conrad.hiltonhotels.jp/
https://conrad.hiltonhotels.jp/
https://itunes.apple.com/jp/app/hilton-honors/id635150066?mt=8
https://hiltonhotels.jp/hhonors
https://newsroom.hilton.com/conradhotels
http://www.facebook.com/conradhotels
http://www.instagram.com/conradhotels
http://www.twitter.com/conradhotels
http://www.twitter.com/conradhotels
https://www.wedgwood.jp/
http://www.fiskarsgroup.com/

