
 

 

 

     おおおお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ:  ヒルトン東京ベイ マーケティング・コミュニケーション 池田 真理、髙見 正樹 電話：047-355-7109 （直通） 
mari.ikeda@hilton.com 

masaki.takami@hilton.com 

 

 

 

コンセプトルームコンセプトルームコンセプトルームコンセプトルーム                                                                    （（（（セレブリオセレブリオセレブリオセレブリオ））））、、、、増室増室増室増室をををを完完完完了了了了    東京ディズニーリゾート®・オフィシャルホテルの中で最大の客室数、818 室に                         
2013 年 7 月 2 日 - 東京ディズニーリゾート®のオフィシャルホテル、ヒルトン東京ベイ（千葉県浦安市舞浜 総支配人：フレデリック・ルクロン）は、ホテル高層階のスタイリッシュなコンセプトルーム「セレブリオ」の 8 階の増室工事を 

6 月 30 日に完了し、7 月 1 日より、4 フロアに渡る「セレブリオ」シリーズ全客室の稼働を開始したことを発表しました。 
2010年 10 月 8 日より 33 室から稼動を開始した「セレブリオ」は、白が基調のシンプルな空間に、ゆるやかな曲線と、アクアソーダブルーやラズベリーピンクなどの優しいマカロンカラーをアクセントカラーに使った、コンテンポラリーでアート感あふれる楽しい客室です。当初ホテル 10 階、11 階のみの稼働でしたが、ユニークな客室のコンセプトが多くのお客様に支持され、2012 年 7 月には 9 階の全客室を、今年 3 月には 8 階の 76 室が増室オープンしました。このたび、8 階の残りの 20 室が 7 月 1 日に稼働を開始。これにより、8 階から 11 階までの計 374 室が、スタンダードタイプ、「セレブリオ スイート」、「セレブリオ セレクト」を含む「セレブリオ」シリーズの客室として稼働することになります。 

 なお、今回の増室により、ヒルトン東京ベイの総客室数は 818 室となり、東京ディズニーリゾート・オフィシャルホテルの中で最大の客室数を有するホテルとなりました。 
 日本初の外資系ホテルチェーンとしてヒルトン・ワールドワイドは、1963 年 6 月 20 日に東京ヒルトンを開業いたしました。今年で日本進出 50 周年を迎えることを記念し、ヒルトン・ワールドワイドでは様々なイベントやプランをご用意しております。詳しくは、下記ＵＲＬをご覧ください。www.hilton.co.jp/50 



ヒルトン東京ベイについて 東京湾に面したヒルトン東京ベイは、東京ディズニーリゾート®のオフィシャルホテルです。都心からわずか 30 分あまり、リムジンバスで成田空港から約 60 分、および羽田空港からは約 50 分という大変便利なロケーションにあります。818 室の客室は、広大な東京湾に面したオーシャン側と、東京ディズニーランド®や東京ディズニーシー®を目の前にしたパーク側にあり、いずれも窓の外には素晴らしい景観が広がります。ファミリー向けの客室から、モダンでスタイリッシュな客室まで、多様なタイプの部屋が揃っています。東京ディズニーリゾート内に位置するため、両パークへの移動も便利です。キッズ向けの朝食コーナーや遊び場など、お子様連れのゲストに喜ばれる施設やサービスも充実しています。館内には、5つのレストラン＆バー、2つの大宴会場と、14の中小宴会場があり、ビジネスやレジャーなど、あらゆる用途に適応可能です。フィットネスセンター、屋内と屋外のプール、ショッピングアーケード、リラクゼーションサロンなど、質の高い設備を完備しています。 

 ヒルトン・ホテルズ＆リゾーツについて ヒルトン・ホテルズ＆リゾーツは、ホスピタリティにおけるスタイリッシュで先進的なグローバルリーダーです。祝賀パーティーやハリウッドでの表彰イベントを始め、ビジネスイベントや記念日まで、ヒルトンは世界中の人々が歴史を刻み、交渉をまとめ、特別な日を祝い、日常からしばし離れられる場となっています。ヒルトン・ワールドワイドの旗艦ブランドは、これからの旅に精通した世界中のお客様のニーズに合わせて商品やサービスを開発することによって革新を積み重ね、144,000 人を超えるチームメンバーがその経験を駆使してすべてのお客様に行き届いた、心温まるサービスをお楽しみいただいております。ヒルトン・ホテルズ＆リゾーツは現在、79 カ国に 550以上のホテルを持ち、「ホテル」の代名詞にもなっているブランドです。ヒルトンに関する最新ニュースは http://news.hilton.com をご覧ください。また、www.hilton.co.jp であなたの旅をスタートさせましょう。ソーシャル・メディア・ユーザーのお客様は、www.twitter.com/hiltonhotels や www.facebook.com/hilton、www.youtube.com/hilton をご利用いただけます。ヒルトン・ホテルズ＆リゾーツは、ヒルトン・ワールドワイドが持つ 10のブランドの一つです。 
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添付資料 
 

セレブリオセレブリオセレブリオセレブリオ 客室客室客室客室タイプタイプタイプタイプ、、、、特徴特徴特徴特徴についてについてについてについて 

celebrio    「「「「優優優優しいしいしいしい色調色調色調色調のののの楽楽楽楽しくてスタイリッシュなしくてスタイリッシュなしくてスタイリッシュなしくてスタイリッシュな客室客室客室客室」」」」 室内は、白を基調に、アクアソーダブルーをアクセントカラーに配したシンプルな空間です。スワロフスキーのクリスタルガラスをはめ込んだサイドテーブルや円形の LED ライトが光る乳白色のベッドボードが、女性的な優しさの中に明るく楽しい印象を添えています。 
 
celebrio suite 「「「「楽楽楽楽しいアートしいアートしいアートしいアート感覚溢感覚溢感覚溢感覚溢れるれるれるれる大人大人大人大人のスイートルームのスイートルームのスイートルームのスイートルーム」」」」 東京湾の雄大な大海原を見渡すリビングとベッドルームは、トータル 80 ㎡の広々とした空間。パズルを組み合わせたようなソファをはじめ、楽しいアート感が漂う室内は、コンテンポラリーでありながら落着いた大人の雰囲気です。白を基調にアクアソーダブルーやラズベリーピンクの明るいアクセントカラーが印象的です。 
 
celebrio select     「「「「クールでコンテンポラリーなクールでコンテンポラリーなクールでコンテンポラリーなクールでコンテンポラリーな洗練洗練洗練洗練されたされたされたされた空間空間空間空間」」」」 ホテル最上階（11 階）に位置し、大きな窓からはパノラミックな景色を一望できます。白と温かみのある木の質感を基調にしたインテリアは、クールでスタイリッシュ。浴室、洗面、トイレは、それぞれ独立した贅沢な作りとなっています。 【【【【Secrets of celebrio（（（（リフレッシュをリフレッシュをリフレッシュをリフレッシュを約束約束約束約束するするするする 4つのつのつのつの秘密秘密秘密秘密））））】】】】  

Sparkling Cocoon  室内は、シンプルモダンでスタイリッシュでありながら、柔らかな曲線のデザインと白を基調にアクアソーダブルーやラズベリーピンクをアクセントカラーに配した、明るく遊び心のある客室です。 

 

Heart Beat Bathroom 「セレブリオ」と「セレブリオ スイート」のバスルームでは、iPod や iPhone などのお手持ちの携帯音楽プレーヤーを接続できるスピーカーを通して、入浴中でも自分の好きな音楽を楽しめます。浴槽の内側に設置したバイブレーションスピーカーが、バスタブの湯を振動させます。ダウンライトが灯すアクアソーダブルーの光に包まれて、寛ぎのバスタイムを過ごせます。「セレブリオ セレクト」では、バスルームにテレビを内蔵。お風呂にゆっくりつかりながらテレビをお楽しみいただけます。 

 

Beverage As You Like 客室内に備え付けられた冷蔵庫に入っている飲み物（ソフトドリンク）は、全て無料です。 

 

Style Free Internet 客室内での高速インターネットの利用は無料です。モバイル PC に便利な無線 LAN接続もできるストレスフリーのネット環境を提供しています。 【【【【Interactive Art （（（（インタラクティブアートインタラクティブアートインタラクティブアートインタラクティブアート））））】】】】 エレベーターホールに置かれた椅子型のオブジェは、国内外で活躍するアーティスト 八木澤 優紀氏＊ I＋クリエイティブ集団「MONGOOSE 

STUDIO」による、インタラクティブアート＊II と呼ばれる現代アートの一作品です。人が座る動作に合わせて、内臓されたランプの色をアクアソーダブルー、ラズベリーピンク、フレッシュイエローなど様々に変化させ、アートとの対話を楽しめます。 
 ＊I 八木澤 優紀（やぎさわ まさき）： 

1974 年東京都生まれ。東京藝術大学大学院美術研究科デザイン専攻を修了。東京藝術大学デザイン科非常勤講師。インタラクティブアートで国内外において活躍。アメリカ、イギリスを始め精力的に作品を発表、その活動が注目されている。 ＊II インタラクティブアート： 完成した作品を単に鑑賞するのではなく、鑑賞する側が何らかの方法で参加することによって楽しむ芸術の一形態。 



概要概要概要概要 
 【【【【客室名称客室名称客室名称客室名称】】】】 セレブリオ（celebrio） 【【【【客室客室客室客室タイプタイプタイプタイプ】】】】 セレブリオ / セレブリオ スイート / セレブリオ セレクト 【【【【所在地所在地所在地所在地】】】】 ヒルトン東京ベイ 〒279-0031 千葉県浦安市舞浜 1-8 【【【【階数階数階数階数】】】】 8 階・9 階・10 階・11 階 【【【【室数室数室数室数(8 階増室完了時階増室完了時階増室完了時階増室完了時)】】】】 374 室 （セレブリオ 324 室、セレブリオ スイート 6 室、セレブリオ セレクト 44 室） 【【【【客室面積客室面積客室面積客室面積(収容人数収容人数収容人数収容人数)】】】】 セレブリオ/セレブリオ セレクト 海側：40 ㎡、パーク側：35 ㎡ 

 セレブリオ スイート 海側のみ：80 ㎡ 【【【【室料室料室料室料】】】】 セレブリオ ￥39,500～ （1 室 2 名様利用時、税金・サービス料込み） 

 セレブリオ スイート ￥82,500～ （1 室 2 名様利用時、税金・サービス料込み） 

 セレブリオ セレクト ￥40,500～ （1 室 2 名様利用時、税金・サービス料込み） 【【【【客室内設備客室内設備客室内設備客室内設備】】】】 セレブリオセレブリオセレブリオセレブリオ、、、、セレブリオセレブリオセレブリオセレブリオ スイートスイートスイートスイート、、、、セセセセレブリオレブリオレブリオレブリオ セレクトセレクトセレクトセレクト共通共通共通共通 ・ 高速インターネット接続（無料） ・ マキシバー（客室冷蔵庫内ソフトドリンク無料） ・ セイフティボックス ・ ソファ（アクアソーダブルー） ・ チェア（白） ・ ベッド（サータ社） ・ iPod/iPhone接続スピーカー 

 （セレブリオ、セレブリオ セレクト：ベッドルーム） 

 （セレブリオ スイート：リビングルーム） ・ テレビ セレブリオ： 液晶テレビ 40 インチ 

 セレブリオ スイート：３D テレビ 55 インチ（リビングルーム） 

    液晶テレビ 40 インチ（ベッドルーム） 

  セレブリオ セレクト：液晶テレビ 40 インチ 

 セレブリオセレブリオセレブリオセレブリオ、、、、セレブリオセレブリオセレブリオセレブリオ スイートスイートスイートスイート共通共通共通共通 ・ カラーダウンライト ・ iPod/iPhone接続バイブレーションスピーカー（バスルーム） ・ ウォシュレット付きタンクレストイレ 

 セレブリオセレブリオセレブリオセレブリオ スイートのみのスイートのみのスイートのみのスイートのみの設備設備設備設備 ・ 3D対応 PlayStation®3 ・ ソファ（リーン・ロゼ社製、リビングルーム） ・ チェア（ヴィトラ社製、リビングルーム） ・ ワークデスク ・ フットスツール  ・ コーヒーメーカー（ネスプレッソ） 

 セレブリオセレブリオセレブリオセレブリオ セレクトセレクトセレクトセレクトのみののみののみののみの設備設備設備設備 ・ 浴室テレビ   液晶テレビ 13 インチ ・  ブルーレイディスク/DVD プレーヤー 【【【【デザインデザインデザインデザイン】】】】 W Design International Y.K. 本社所在地：東京都港区 【【【【施工施工施工施工】】】】 株式会社パンインテリアプロダクト 本社所在地：東京都台東区  【【【【工期工期工期工期（（（（8 階階階階 20 室室室室増室増室増室増室））））】】】】 2013 年 5 月 20 日～6 月 30 日 【【【【宿泊宿泊宿泊宿泊のごのごのごのご予約予約予約予約・・・・一般一般一般一般のおのおのおのお客様客様客様客様からのからのからのからのおおおお問合問合問合問合せせせせ先先先先】】】】     

 ヒルトン東京ベイ 宿泊予約 TEL： 047-355-7106（直通） 【【【【セレブリオセレブリオセレブリオセレブリオ    ロゴロゴロゴロゴ】】】】 

 

 

 

 

* iPodおよび iPhoneは、Apple Inc.の商標です。 

* “PlayStation”は、株式会社ソニー・コンピューターエンタテイメントの登録商標です。 

 


