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ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京
マ ム

ビ ー チ ク

ラ ブ

「#MUMMBEACHCLUB シャンパン ガーデン」夏季限定オープン
「マム グラン コルドン ロゼ」を満喫できるフォトジェニックな屋外空間を特設
ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京【英語表記：ANA InterContinental Tokyo／東京都港区赤坂】で
マ ム
ビ ー チ ク ラ ブ
は、2018 年 7 月 23 日(月)から 9 月 15 日(土)まで、ホテル敷地内の屋外空間に特設した「#MUMMBEACHCLUB
シャンパン ガーデン」（4FL.）を夏季営業いたします。今年は、ガーデンプールと同様にシャンパンメゾンの｢メゾ
ン マム｣と提携し、今夏新発売の「マム グラン コルドン ロゼ」をイメージした装飾を施したガーデン風の空間で、
同ロゼシャンパンを中心としたシャンパンと、シャンパンの味わいをより一層引き立てるフードメニューを取り揃え、
ラグジュアリーな夏の夜のひとときを演出します。
「#MUMMBEACHCLUB(マム ビーチクラブ) シャンパン ガーデン」では、「マム グラン コルドン ロゼ」「マム
グラン コルドン」のグラスシャンパンと「インターコンチネンタル クラフトビール」をご用意し、夕方の待ち合わせ
時に一杯だけでもお楽しみいただけるほか、フードメニューには、「サーモンエクレア」や「チュロスとフォアグラム
ースのカプチーノ仕立て」、「イカ墨のクロケット」などのグルメなおつまみメニューや、ディナーも兼ねられるよう「ロ
ブスターサンド ケイジャン風味」や「ポークとハラペーニョのミニバーガー」などもご用意しています。また、ゆっくり
腰を据えてお仲間同士でくつろぐ方々には、シャンパンのフリーフロープランもお奨めです。(詳細は次頁参照)
シャンパン ガーデン内には、カラフルなポップアップ
バーや、大波をバックにサーフボードを置いた本格的な
フォトブースを設置し、写真撮影も楽しむことができます。
また、暑さを和らげるミストファンも装備しています。
都心にありながら木々の緑に囲まれたここアークヒルズの
一角で開放的な夏の夜のひとときをお過ごしください。
夏季限定の「シャンパン ガーデン」の営業概要は次頁
のとおりです。

シャンパン&グルメセット
(左)ロブスターサンド ケイジャン風味、(右)イカリングのフライとフェタチーズ
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｢#MUMMBEACHCLUB(マム ビーチクラブ) シャンパン ガーデン｣営業概要
■期
間： 2018 年 7 月 23 日（月）～9 月 15 日（土） ※但し、期間中の日曜を除く。
■時
間： 18:00～21:00（ラストオーダー） ※雨天の場合は休業
■場
所： ホテル 3 階から屋外に出るオープンエアー施設（4FL.／80 席／全席禁煙）
■メニュー／価格： 下記のセットプランは前売り券も販売。[販売期間：7 月 10 日（火）～9 月 14 日（金）]
フリーフロー・セットプラン


記載価格はすべて、サービス料・消費税別。

シャンパン&グルメセットⅠ お１人様

\6,000 ※但し、前売り券はサービス料・消費税込。

【ドリンク】 グラスシャンパン１杯、クラフトビールのフリーフロー ※2 時間制
【フード】 フード 1 品 （ロブスターサンド ケイジャン風味、またはイカリングのフライとフェタチーズ）



シャンパン&グルメセットⅡ お１人様 \12,000 ※但し、前売り券はサービス料・消費税込。
【ドリンク】 シャンパン及びクラフトビールのフリーフロー ※2 時間制
【フード】 フード 2 品 （ロブスターサンド ケイジャン風味・イカリングのフライとフェタチーズ）

単品メニュー

記載価格はすべて、サービス料・消費税別。
フードメニュー

スイーツメニュー

チキンレバーのパテ“みかん”スタイル

\1,200

ベリーのミニパフェ

\800

サーモンエクレア

\1,200

アイリッシュコーヒーゼリー バニラアイス添え

\800

チュロスとフォアグラムースのカプチーノ仕立て

\1,500

マンゴープリン

\800

マカロン 3 種

\800

ロブスターサンド ケイジャン風味

\950

生ハムのミニサンドイッチ

\800

ポークとハラペーニョのミニバーガー

\700

イカ墨のクロケット

\850

イカリングのフライとフェタチーズ

\700

アルコールドリンク

ソフトドリンク

マム グラン コルドン ロゼ （グラス）

\1,400

オレンジ/グレープフルーツ/アップルジュース

各\500

マム グラン コルドン (グラス)

\1,400

コーラ/ジンジャエール

各\500

インターコンチネンタル クラフトビール ピルスナー

\1,000

ウーロン茶

シェアリングプラッター (イメージ写真：右→)
2 名様向け 4 品セット 2,950 円 (サービス料・消費税別)
➢ チキンレバーのパテ“みかん”スタイル
➢ ロブスターサンド ケイジャン風味
➢ イカリングのフライとフェタチーズ
➢ イカ墨のクロケット
※パーティープラッター（3～4 名様向け 6 品セット）
3,900 円(サービス料・消費税別) もご用意しています。
【前売り券・ご予約などのお問い合わせ】
TEL：03-3505-1185 レストラン予約センター http://anaintercontinental-tokyo.jp
〒107‐0052 東京都港区赤坂 1－12－33 ANA インターコンチネンタルホテル東京
＜アクセス＞ 東京メトロ銀座線・南北線「溜池山王」駅下車徒歩約 5 分
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\500

＜参考＞

「メゾン マム」のシャンパーニュについて
182７年、シャンパーニュ地方の中心ランスで創業された名門メゾン マム。
創業以来、「Only the Best～最高のシャンパーニュだけを～」という理念を
掲げ、現在も大切に受け継いでいます。「マム

グラン コルドン」は、昨年

秋の発売以来、メゾンの象徴である、最高勲章“レジオン・ドヌール”をモチ
ーフにした赤色のリボンが立体的に彫り込まれた革新的なボトルデザイン
と、フレッシュで力強い味わいで好評を博しています。
2018 年 6 月 4 日より新たに加わったロゼシャンパーニュ「マム グラン コル
ドン ロゼ」は、エネルギッシュな味わいで夏のセレブレーションに最適な
シャンパーニュです。
メゾン マム 公式サイト： https://www.mumm.com/ja-jp/mumm-beach-club

#MUMMBEACHCLUB に関するお得なキャンペーン、最新情報を随時更新中！

ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京 （ANA InterContinental Tokyo）について
日本的なおもてなしの心が生む上質のホスピタリティと
国際水準のサービスを提供するインターナショナルホテル
施設規模： 地上 37 階、客室数 844 室、12 のレストラン＆バー、大小 22 の宴会場
ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京は、地上 37 階の建物に、客室数 844 室、12 のレストラン＆バー、大小 22 の
宴会場などを有しています。赤坂・六本木・霞が関まで各徒歩圏内という東京の中心に立地し、周辺には中央官庁、各
国大公使館、国内外の一流企業など、国際的な政治経済の中枢機能が集結する環境にあります。天井高 14m、2,100
㎡の広さを誇るアトリウムロビーには国際色豊かな人々が集い、躍動感溢れる洗練された雰囲気を醸し出しています。
客室は、「スイートルーム」｢プレミアフロア｣（クラブインターコンチネンタルルーム&スイートを含む）「エグゼクティブデ
ラックスフロア」「クラシックフロア」と 4 大別され、滞在目的に応じたお客様のニーズに幅広く対応しています。客室階とし
てトップフロアにあたる 35 階には、国内最大級の広さ(約 600 ㎡)を誇る宿泊客専用ラウンジ「クラブインターコンチネンタ
ルラウンジ」があり、クラブインターコンチネンタルルーム&スイートにご宿泊のお客様にご利用いただけます。同ラウンジ
では、常駐スタッフが各種案内・手配等のサービスをはじめ、朝食サービスや時間帯に合わせたドリンクや軽食のサー
ビスを行っています。このクラブインターコンチネンタルラウンジでは、「レセプション」「ライブラリー」「ダイニング＆バー」
「ミーティングルーム」などのゾーンを設け、お客様の利用目的に合わせたきめ細やかなサービスを提供しています。皇
居・国会議事堂側、六本木ヒルズ・東京ミッドタウン側など、東京都心の最高の眺望を背景に、寛ぎと機能性がバランス
よく融合した居住空間を創造し、世界各国からお客様をお迎えするインターナショナルホテルとして常に進化を遂げな
がら充実した施設とサービスの提供を図っています。
プレスリリース常時公開中 http://anaintercontinental-tokyo.jp/release/

【ニュースリリースに関するお問い合わせ】
ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京 広報担当： 森・山下
TEL：03-3505-1698/FAX：03-3505-3110 E-mail：naomi.mori@anaintercontinental-tokyo.jp
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