
エドモントは、
感染症予防対策を
強化・徹底
しています

○1室2名様利用時 ¥17,700より（朝食付）

Hotel  �nformation

※料金には10%のサービス料、及び消費税が含まれております。ただし 「パティスリー エドモント」はサービス料をいただいておりません。  ※メニュー内容は、仕入れ状況により変更になる場合がございます。 ※写真はイメージです。

・東京駅よりJR中央線・総武線で8分
・大手町駅より地下鉄東西線で6分
・秋葉原駅よりJR総武線で4分
・有楽町駅より地下鉄有楽町線で9分
・新宿駅よりJR総武線で11分
・永田町駅より地下鉄南北線で5分
・池袋駅より地下鉄有楽町線で10分

どこへ行くのも帰るのも便利なアクセス 都内主要駅からホテル最寄駅へ

〒102-8130 東京都千代田区飯田橋3-10-8
https://edmont.metropolitan.jp

飯田橋駅東口・水道橋駅西口より徒歩5分

今だからこそ、安心・安全を提供するために。エドモントの感染症拡大防止の取り組み 
ホテルメトロポリタン エドモントでは、感染症拡大を抑止すべく、お客様と従業員の健康と安全を第一に考え、以下の対策を実施しています。

お客様への
お願い

ホテル館内での主な取り組み

・ 消毒液の増設や、接触が多い箇所の消毒の強化
・ 接客時のマスク着用
・ カウンター等に飛沫防止のアクリルパネルを設置
・ 定期的な換気や、テーブル・座席のゆとりある配置

体調不良時のご利用はお控えくださいアルコール消毒をお願いします

マスク着用をお願いします ソーシャルディスタンスの確保をお願いします

従業員の主な感染予防策

・ マスク着用の徹底 
・ 健康問診と体調不良者の管理体制の整備
・ 社内衛生規定による手洗い・うがいルールの徹底
・ バックスペースにおけるアルコール消毒液の増設

※今後の行政の方針や感染状況等により、営業時間や定休日、メニュー等の営業内容が変更になる場合がございます。最新情報は、電話またはホームページでご確認ください。

～3/31（木）

1/16（日） ・ 2/6（日） ・ 2/27（日）

コロナ禍でこれまで叶わなかった“会いたい想い”を応援する宿泊プランです。久しぶり
に会えた喜びや、大切な人との笑顔あふれるひとときを切り取った、とっておきの写真
でフォトパネルが作れるサービス付き。ご自身のインスタグラムの写真を手のひらサイズ
のおしゃれな9枚のパネルにしてお届け。旅行から帰ったあとも、素敵な思い出を、ご
自宅でインテリアとして飾ってお楽しみいただけます。

Stay 宿　泊

○ご予約・お問合せ　宿泊予約 03-3237-1111

「会いたいをのせて」
とっておきの思い出をカタチに残すフォトパネル付き宿泊プラン

「この一年が、平穏に」との想いとともに
        冬を味わう、笑顔を交わす、ひとときを。

「食のエドモント」自慢の婚礼メニューフルコースを特別価格でご試食いただけるスペ
シャルフェア。クチコミでも大好評の人気No.1フェアです。その他の日程も、ご相談会
など随時開催中！お気軽にお問合せください。

We�ing ウエディング

○ご予約・お問合せ　婚礼企画 03-3237-1122（水曜定休）

フルコース試食付き！ ウエディング体験ツアー

○ たっぷり野菜の豆乳カレースープ　3袋入り　￥4,000
○ 人気パン5種詰め合わせセット  ￥2,800 など　※送料別途

たっぷり9種類もの野菜とベーコンが入った具だくさんスープの販売を開始しました。
ホテルメイドのブイヨンをベースに、伝統のオリジナルカレーと豆乳を加えた、まろやか
で奥深い味わいのスープです。
その他、時期によって替わる人気のパンの詰め合わせセットや焼菓子
など、おうち時間のお供にも、ギフトにもおすすめの商品をインター
ネットからいつでもお気軽にご注文いただけます。

Sho�ing JRE MALL

24時間いつでも、エドモントの味をお取り寄せ
「JRE MALL」に新商品がぞくぞく登場！

日本料理「平  川」
Japanese Restaurant “HIRAKAWA”

TEL. 03-3237-1162

Dinner

冬の逸品料理「ふぐ」
Seasonal Special Menu “Fugu”

焼ふぐ      ￥2,500
ふぐ唐揚げ ￥2,500
ふぐ薄造り ￥3,800

～2/28（月） 

冬の旬味「ふぐ」。それぞれに異なる調理法で仕立て
た3品をご用意。繊細なふぐの旨みをご堪能ください。

￥11,500

Dinner

平川会席   Dinner Course “HIRAKAWA”

1/4（火）～2/28（月） 

信州サーモンや信州福味鶏、長野県産和牛、
戸隠そばなど、長野県の名物食材を用いて、
料理長が丁寧に仕立てた季節を味わう会席で
す。料理に合わせて利き酒師が選りすぐった長
野の地酒もご用意しています。

※除外日 ： 12/25（土）～1/5（水）　

Express
ホテルメトロポリタン エドモント
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新春 ウィスキーボトルフェア  
 Whisky Bottle Fair

シングルモルトウィスキー「山崎」2020 EDITIONよ
り4種を数量限定でご用意しました。2本セットで特
別価格にて提供いたします。

○山崎 パンチョン　○山崎 スパニッシュオーク　
○山崎 ピーテッドモルト　○山崎 ボルドーワインカスク

パティスリー エドモント bread and sweets “Pâtisserie Edmont”

TEL. 03-3237-7119

鮨   「海  彦」
Sushi “UMIHIKO”

TEL. 03-3237-1162数量限定

Dinner 和牛 3種食べ比べ   Special Dinner Course  ￥15,000

～2/28（月）

あか毛和牛サーロイン、黒毛和牛サーロイン、黒毛和牛フィレの3種の食べ比
べをお楽しみいただけるコース。オードヴルには鯛のマリネを、魚料理は銀鱈と
帆立貝のソテまたは鮑の鉄板焼からお好みでお選びいただけます。

鉄板焼「山  彦」
Teppanyaki “YAMAHIKO”   

TEL. 03-3237-1162

～2/28（月）

にぎり鮨6貫に雲丹・いくら・ネギトロの豪華三色丼
が付いたちょっと贅沢なランチセットです。

Lunch にぎり鮨と三色丼  ￥4,500
 Special Lunch Set

各￥50,000  2本セットで￥80,000

2/1（火）～2/14（月） バレンタインにオススメのケーキやパンもご用意します。

香り高いオランジェットや、口どけの良い
トリュフ オ ショコラなど、ギフトにおすす
めのラインナップをご用意しております。

バレンタインショコラ
Valentine’s Chocolate

トリュフ オ ショコラ 他
 Chocolate Tru�e

￥1,200～

バー「カルーザル」  Bar “CAROUSEL”

TEL. 03-3237-1107 （日曜・祝日、12/30-1/3定休）

なめらかなチョコレートクリームに、コク深いヘーゼ
ルナッツのプラリネクリームと爽やかな酸味のパッ
ションフルーツのクリームを合わせた一品です。

A.ショコラパッション（ホールケーキ）
 Chocolate and Passion fruits cake

A B

C

D

￥2,500

チョコレートムースの中にコーヒーのブリュレとカラ
メルムース、ピーカンナッツのヌガーを合わせた、
ハート型が愛らしいケーキです。

B.モンクール（ピースケーキ）
 Mon coeur

￥560
D.トルナード   Tornado

￥300

さくさく食感のパン生地にブラン
デーを効かせたチョコカスタードク
リームをたっぷり絞り、ハート型の
チョコレートをあしらいました。

C.パルミエ  Palmier ￥240

バニラシュガーとバターを贅沢に使ったリッチな味わ
いのデニッシュ生地でハートをかたどり、仕上げに
チョコレートをコーティングしました。

s Day

Dinner ディナーブッフェ  Dinner Bu�et           1/4（火）～2/28（月）

香り豊かなポルチーニ茸を用いたクリームパスタや、パリパリの食感が楽しい白身魚のカダイ
フ焼、旬の春菊を使ったソースが決め手の豚しゃぶサラダ、シードルビネガーを効かせた鶏も
も肉のフリカッセなど、この時期イチオシの料理がブッフェ台に並びます。また、人気のロース
トビーフや職人が目の前で握る寿司、窯で焼き上げるアツアツのピッツァなどライブパフォー
マンスメニューも充実の約60種類の多彩なブッフェを思う存分お楽しみください。

17:30~21:00　（土・日・祝日 17:00~） ※120分制

大人  ￥5,600　シニア（65歳以上）  ￥4,800
お子様（小学生）  ￥3,000　幼児（4~6歳） ￥2,000

フリードリンク プラス ￥2,600
ビール、ワイン（赤・白）、ウィスキー、焼酎、日本酒、梅酒、
サワー、カクテル、ソフトドリンク

記念日や誕生日に華を添えるパティシエ特
製のデザートと、スパークリングワインがセッ
トになったおすすめプラン。

ブッフェ ＋

グラススパークリングワイン＋

スペシャルデザート

2名様 ￥13,000 ※要予約

アニバーサリープラン Anniversary Plan 

おすすめプラン

新年会に
おすすめ

カップルに
おすすめ

お仲間同士での新年会や女子
会などの集いにおすすめの、フ
リードリンクがセットになったお
得なプランです。

ブッフェ ＋

フリードリンク

1名様 ￥7,500 ※要予約 

パーティプラン Party Plan

ダイニング・カフェ「ベルテンポ」
Dining Cafe “BELTEMPO”

TEL. 03-3237-7114

2/1（火）～14（月）の期間はバレンタイン
スペシャルデザートをご用意します。

1/4（火）～ なくなり次第終了

エドモントのバレンタイン
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