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7月から9月のアラカルトはサスティナブル

認証を受けたシーフードや松坂ポークチョッ

プ、プレミアムビーフのグリル、そしてベジタ

リアンメニューも多数取り揃えております。

キンプトン新宿東 京で私が創るメニューは、

ニューヨークの多岐にわたるフードシーン、特にマ

ンハッタンの多様性に基づいています。ニューヨー

クの折衷的で色鮮やかな感覚に日本のアクセント

を利かせ、さまざまな文化や歴史が調和し、豊か

にテーマが化学反応を起こすクリエイションをご

体感下さい。

キンプトン新宿東京にて、お会いできることを楽し

みにしています。

詳細はこちら

Dinner á la Carte

7月～9月

キンプトン新宿東京

Executive Chef Thomas
総料理長　トーマス

https://www.tablecheck.com/shops/district-tokyo/reserve?menu_lists[]=6051b7d55021e838e5606381
https://www.kimptonshinjuku.com/wp-content/uploads/2021/06/Q3_KST_DI_125x280_Dinner_LIMITED-2.pdf


FISH PERFECT
フィッシュ・パーフェクト



旬の魚を頭から尻尾まで丸ごと食べ尽くす

“フィッシュ・パーフェクト”

一皿ごとに楽しい驚きを秘め、異なる表情の美味し

さが続く体験をご用意しました。魚の部位をそれぞ

れに合わせた調理法を駆使して仕上げ、素材本来の

旨さを最大限に引き出した特別なコース。

FISH PERFECT
フィッシュ・パーフェクト

15,000 yen
2021年9月1日～

ご予約はこちら

September Course Menu
9月の限定ディナーコース

https://www.tablecheck.com/shops/district-tokyo/reserve?menu_items[]=60d410da550bd4000ad6d76a
https://www.tablecheck.com/shops/district-tokyo/reserve?menu_items%5b%5d=60d410da550bd4000ad6d76a


Daichi Tanaka, Head Bartender

キンプトン新宿東京　ヘッドバーテンダー

2017年外資ホテルにてバーテンダーとしてのキャリアをスター

ト。2019年にラ・メゾン・コアントロー2019に出場し日本一とな

る。2021年よりキンプトン新宿東京のヘッドバーテンダーへ着任。

2021年4月には、DIAGEOワールドクラス2021日本大会にて、

Top 50に選出された。

ここでしか味わうことのできな

い、ユニークな6種のカクテル。

ディストリクトの世界 観を楽

しんでいただくために、シグネ

チャーカクテル2種とツイスト

カクテルの全3種を一挙に味

わえる「ディストリクト シグネ

チャーカクテルフライト」もご

用意しております。

District Signature  
Cocktails

ディストリクト シグネチャー

カクテル

各 2,000 yen

田中 大智



ディストリクトのブランチメニューの中から人気

の、ウニとスモークサーモンのエッグベネディク

トや、季節のフルーツを使ったパンケーキなどか

ら選べるメインと、ピエール・エルメ・パリとのコ

ラボレーションスイーツを含む、8種のトロピカ

ルな味わいのスイーツが一度で楽しめるハイブ

リッドなメニュー。

DISTRICT ALL DAY AFTERNOON TEA SUMMER 
with PIERRE HERMÉ PARIS
ディストリクト オールデイ・アフタヌーンティー サマー

with ピエール・エルメ・パリ

5,500 yen（税込・サービス料別）

月曜～金曜　平日限定

ご予約はこちら詳細はこちら

https://www.tablecheck.com/shops/district-tokyo/reserve?menu_lists[]=60d19d59e98eb30016f70974
https://www.kimptonshinjuku.com/wp-content/uploads/2021/06/Q3_ALL-DAY_AFT_Menu_LINK.pdf
https://www.kimptonshinjuku.com/wp-content/uploads/2021/07/Q3_ALL-DAY_AFT_Menu_Portrait-3.pdf


ニューヨークのアートシーンからイン

スピレーションを得て創り上げられ

た、アートアフタヌーンティー。ラグ

ジュアリーな厳選素材にこだわった

セイボリーと合わせて、アーティーな

ひとときをお過ごしください。

ディストリクト アートアフタヌーンティー

6,490 yen（税込・サービス料別）

土・日・祝　週末限定

＊画像はイメージです。

ご予約はこちら

詳細はこちら

District Art Afternoon Tea

マンハッタントリップを楽しむ#食べるアート

https://www.tablecheck.com/shops/district-tokyo/reserve?menu_lists[]=60d19cc82189a4020d5525ff
https://www.kimptonshinjuku.com/wp-content/uploads/2021/06/Q3_ART_AFT_Menu_LINK.pdf
https://www.kimptonshinjuku.com/wp-content/uploads/2021/06/Q3_ART_AFT_Menu_Portrait.pdf


バースデーやご入学・ご卒業やベビーシャワーな

ど、様々なお祝い事に華を添えるセレブレーショ

ンケーキをご用意しております。お好みの色やメッ

セージをお伺いし、パーソナライズされた特別な

ケーキを、大切な方へ心を込めてお作りします。

セレブレーションケーキ

12cm
8 ,000 yen

• 3日前までのご予約要

• こちらのデザインからリクエストに応じて制作

いたしますのでご相談ください。

• フラワーユニコーン

• ドリームシャベル

• ベイビーKUMA-Chan

Celebration Cakes

セレブレーションケーキ

ご予約はこちら

＊直径12cm、4号サイズです。

https://www.google.com
https://www.tablecheck.com/shops/district-tokyo/reserve?menu_lists[]=60dbb24072ca4c0016bb56fe
https://www.tablecheck.com/shops/district-tokyo/reserve?menu_lists[]=60dbb24072ca4c0016bb56fe


プラントベースのソーセージを使った、ヘルシーな

ベジタリアンホットドック。25cmのジャンボサ

イズドッグはホームパーティーやお友達とシェア

用に、テイクアウトでもどうぞ。

ホットドックと相性抜群の、すっきりとした日向夏

のフルーツラガーと、NYを思わせるフルーティー

なIPAを夏の期間限定でご用意しております。

Jumbo Veggie Dog
ベジタリアン・ジャンボドッグ

1,600 yen

ベジタリアンソーセージ・BBQ
マッシュルーム・ゴートチーズ

＊新型コロナウイルスの感染再拡大に伴い、当面の間営業時間の短縮を実施しております。詳細は公式HPにてご確認下さい。

The Jones Café & Bar
ザ・ジョーンズ カフェ＆バー

朝は本格的エスプレッソ、夕方のクラフトビールやオーガニックワイン。

1日のどんな時間にもスタイリッシュな人々が集まり

本格的なNYスタイルのフードやドリンクを楽しめるカフェ＆バー。

＜お問い合わせ＞

電話番号： 03 6258 1111

住所： 〒160-0023新宿区西新宿3丁目4－7　キンプトン新宿東京内1F

詳細はこちら

https://www.kimptonshinjuku.com/jp/
https://www.google.com/
https://www.kimptonshinjuku.com/jp/tokyo-restaurants/the-jones-cafe-bar-%e6%9d%b1%e4%ba%ac/


ご予約はこちら詳細はこちら

ラグジュアリーなプライベート空間で、ワンちゃん

のための特別なバースデーパーティーはいかがで

しょう？ワンちゃん用のケーキは、パーソナライズ

ドデコレーションをして、プレゼントのおもちゃと

ともにお部屋へお届けいたします。

人気のブランチ付きのプランやラグジュアリーラ

イフスタイルなステイケーションプランをご用意し

ています。

ワンちゃんの似顔絵を

アイシングしたケーキのお楽しみや、

一緒にレストランでブランチも。

Dog Birthday Plan
ドッグ・バースデープラン

販売期間：2021年5月25日（火）～ 12月30日（木）

H
A

PPY BIRTHDAY!

https://reservation.anaihghotels.co.jp/booking/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=393&hi_id=43&lang=ja-JP
https://reservation.anaihghotels.co.jp/booking/stay_pc/rsv/index.aspx?lang=ja-JP&hi_id=43


Meet + Eat at Kimpton Shinjuku Tokyo
イベント・パーティーに最適なバンケット

詳細はこちら

https://www.kimptonshinjuku.com/jp/%e4%bc%9a%e8%ad%b0%ef%bc%8b%e5%ae%b4%e4%bc%9a/%e3%82%b1%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e3%83%a1%e3%83%8b%e3%83%a5%e3%83%bc/


キンプトン新宿東京 ウエディングサロン

03-5468-0888
www.kimptonshinjukuwedding.com



ご予約、各種お問い合わせ

キンプトン新宿東京

03 6258 1111
www.kimptonshinjuku.com/jp

東京都新宿区西新宿3-4-7

掲載情報につきましては今後の情勢により予告なく変更となる場合がございます。最新情報は公式サイトまた

はお電話にてご確認をお願いいたします。Please note that the information in this booklet is subject to 

change without prior notice due to the dynamic nature of the current situation. Please visit our 
official website or call us for updated information.

＊表記料金に、サービスチャージ15%を別途申し受けます。（テイクアウトを除く）

＊食物アレルギー等、お体にあわない食材がございましたら、ご注文の際にお申し付けくださいますようお願い致します。

＊仕入状況によりメニューに変更がある場合があります。予めご了承ください。

新型コロナウイルス感染症への弊ホテルの取り組みについて

www.kimptonshinjuku.com/jp/ihg-way-of-clean

https://www.instagram.com/kimptonshinjukutokyo/
https://www.facebook.com/kimptonshinjukutokyo



