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中国料理東天紅上野本店
 グランドオープン

株式会社東天紅（東京都台東区 代表取締役社長 小泉和久）は 2013 年 10 月から建設に着手していました
「中国料理東天紅 上野店」の新店舗を 2 月 26 日に開業いたしました。
この度竣工した店舗は地上 9 階建て。最大 400名様までご利用いただけるバンケットや、チャペル、ドレスサ
ロン、カフェ、ギフトショップ、中国料理レストラン、日本料理レストランを備えた複合飲食施設です。
震災以後、東天紅がお客様から求められるものは「おいしい料理」と「おもてなし」だけではなくなったと感
じています。ご提供する料理だけではなく建物にも安心・安全性の保証が必要となり、更にはバリアフリー、
省エネ、環境に対する配慮も欠かしてはならないものとなりました。新店舗は建築基準法で定める建物耐力の
1.5 倍相当の性能を持ち、地域の防災備蓄倉庫としての役割も果たす設計です。また、ご来店されるお客様に等
しく快適な空間をご提供できるよう、バリアフリー法に基づく認定を取得しておりますが、それに加える従業
員の細かい心配りも怠ることがないよう、一同が努力していく所存です。
創業以来、東天紅は冠婚葬祭や長寿のお祝い、節句の祝いなど、人生の大切な一場面をお客様と共に創りあげ
て参りました。これまでの 50 年にご来店くださったお客様にこれからもご愛顧いただけますよう、変わらぬお
もてなしの心と最新設備を備えた新しい店舗でお迎えいたします。



所在地：東京都台東区池之端一丁目 4番 1号
敷地面積：約 2,000 ㎡　延床面積：約 14,000 ㎡
構造・規模：鉄骨造 一部 鉄骨鉄筋コンクリート造
　　　　　　地下 1階地上 9階

東天紅 新上野店　フロアガイド

個室・宴会場

朱雀の間 40席 / 珊瑚の間 20席
琥珀の間 20席 / 翡翠の間 20席
水晶の間 20席 / 羽衣の間 40席
紫苑の間 40席

個室・宴会場

吉祥の間 40席
祥雲の間 20席

バンケット

鳳凰の間 400 席

チャペル / ドレスサロン
ウエディングカウンター
ブライズルーム / 写真室

ダイニング：80席
個室： 黄山の間　16席

蓮花の間　16席
天都の間　10席

中国料理ダイニング

ダイニング：24席
個室： 飛燕の間　8席

日本料理ダイニング

4個室宴会場

ウエディングバンケット
THE LUCIS
144 席

ウエディングバンケット
LUNA HALL
104 席

ウエディングバンケット
SOL ROOM
120 席

バンケット
飛鳥の間 200 席

カフェラウンジ 53席



▲2F フロント

▲1F エントランス



▲3F 鳳凰の間（400席）

▲2F カフェラウンジ（53席）



▲5F 飛鳥の間（200席）

▲5F 朱雀の間（40席）



▲6F SOL ROOM（120席）

▲6F LUNA HALL（104席）



▲7F ドレスサロン

▲7F チャペル LUCIS LORD（110席）



▲7F ウエディングカウンター

▲7F ブライズルーム



▲8F バンケット THE LUCIS（144席）

▲8F バンケット THE LUCIS（144席）



▲9F LUCIS GARDENダイニング（80席）

▲9F LUCIS GARDEN天都の間（10席）



▲9F 海燕亭 ダイニング（24席）

▲9F 海燕亭 飛燕の間（8席）



＜ご宴会コース＞

新上野店オープン記念
スペシャルメニュー お一人様¥10,000

新上野店オープン記念
ご宴会パックプラン お一人様¥8,000（税サ込）

季節の六種前菜盛り合わせ /北京ダック /ふかひれの姿煮込み /海鮮二種と季節野菜の皇家塩炒め /
オマール海老のチリソース /黒毛和牛とプルーンのトロトロ煮 /五目焼きそば /古式正宗 杏仁豆腐 /
ココナッツ風味蒸し菓子

長城席 ＋ フリードリンク

＜料理＞ 季節の五種前菜盛り合わせ
山海すり身と桜海老の飾り揚げ
ホワイトアスパラ入り卵白スープ
紋甲烏賊と季節野菜の皇家塩炒め
豚肉と野菜の醤油味炒め
白身魚のカレー甘酢ソース
野菜あんかけ焼きそば /杏仁豆腐

＜フリードリンク＞ ビール /陳十年紹興酒 /焼酎
日本酒 /ウイスキー /
オレンジジュース /ウーロン茶

※6名様より承ります　※フリードリンクは 2時間制となっております

※表示価格にサービス料 10％と消費税を別途頂戴致します

※表示価格は税・サービス料込価格です



＜LUCIS GARDEN メニュー＞
ルーキスガーデン

¥1,800
¥3,000
¥4,000

¥6,000
¥8,000
¥10,000
¥12,000
¥15,000

ランチ

華 -はな -（平日限定）
扇 - おうぎ -（平日限定）
宴 - うたげ -（土日祝限定）

福寿 - ふくじゅ -
シェフのおすすめコース
金龍 - きんりゅう -
黄山 - こうざん -
光明 - こうめい -

ディナー

※表示価格にサービス料 10％と消費税を別途頂戴致します

写真はイメージです

2015 年春 シェフのおすすめコース



＜海燕亭メニュー＞
かいえんてい

ランチ

お定食（平日限定）
雅 - みやび -
粋 - いき -

¥1,800
¥3,000
¥4,000

会席

花 -はな -
鳥 - とり -
風 - かぜ -
月 - つき -

¥8,000
¥10,000
¥13,000
¥15,000

※表示価格にサービス料 10％と消費税を別途頂戴致します

写真はイメージです

写真はイメージです



■社名   株式会社東天紅　　　（8181） 
■代表者  代表取締役社長　小泉　和久
■本社所在地  〒110-8707 東京都台東区池之端 1丁目 4番 1号
■設立   昭和 23 年 9月 7日
■資本金  25 億 7,209 万円
■上場取引所  東証一部
■売上高  63 億 2,385 万円（平成 26年 2月期） 
■事業所                    全 22 店舗（中華 19、和食 2、カフェ 1）                      
                                 秋田県：秋田キャッスルホテル店
　　　　　　　　　　　埼玉県：JACK大宮店
　　　　　　　　　　　千葉県：千葉スカイウィンドウズ東天紅、千葉スカイウィンドウズ海燕亭
　　　　　　　　　　　東京都：上野店、上野海燕亭、LUCIS GARDEN、東京国際フォーラム店
　　　　　　　　　　　　　　　高輪店、新宿店、オペラシティ東天紅、cafe53
　　　　　　　　　　　　　　　恵比寿ガーデンプレイスタワー店
　　　　　　　　　　　　　　　深川店、第一ホテル両国店
　　　　　　　　　　　神奈川県：横浜桜木町ワシントンホテル店
　　　　　　　　　　 愛知県：名古屋店
    京都府：京都・ホテル京阪店
    大阪府：大阪天満橋OMM店、T’S GARDEN
    兵庫県：神戸三宮・センタープラザ店、姫路・山陽百貨店東天紅   
■子会社、関連会社 ㈱海燕亭、小泉グループ㈱ 
■URL   http://www.totenko.co.jp/

株式会社東天紅　会社概要


