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2009年 2 月 23日 

 報道関係者各位 

「ハッピーマジックルーム」誕生「ハッピーマジックルーム」誕生「ハッピーマジックルーム」誕生「ハッピーマジックルーム」誕生 1111 周年記念周年記念周年記念周年記念    

スペシャルイベント＆フェアを開催スペシャルイベント＆フェアを開催スペシャルイベント＆フェアを開催スペシャルイベント＆フェアを開催    

ヒルトン東京ベイヒルトン東京ベイヒルトン東京ベイヒルトン東京ベイ    

 東京ディズニーリゾート®・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）では、「ハッピーマジックルーム」誕生 1 周年を記念し、3 月にスペシャルイベント＆フェアを開催します。内容は、童話続編の一般公募やイベント実施、レストランでの特別メニューやご宿泊プランの提供で、いずれも幅広い年代の方々にお楽しみいただけます。 

 「ハッピーマジックルーム」は昨年 3 月 18 日にオープンし、12 月下旬に最終工事を終えたばかりの、ヒルトン東京ベイで最も新しい客室です。ホテルオリジナルの童話「みならい魔女ティアラとまほうの森」を基にデザインされ、ゲスト自らがまるで童話の登場人物となったかのようにファンタジーの世界を体験できる斬新さで、ファミリー層を中心に大好評を得ています。 

 （1）「ハッピーマジックルーム」童話続編 創作コンテスト 作品募集期間：3月 1日（日）～5月 31 日（日） 「ハッピーマジックルーム」のモチーフとなった童話「みならい魔女ティアラとまほうの森」は、主人公の魔法使いの少女・ティアラに会うために、動物たちが魔法の森へと旅をする、友情とファンタジーを描いた物語です。今回、ヒルトン東京ベイでは、彼らが新たに繰りひろげる、楽しいお話を一般公募します。「ハッピーマジックルーム」の数々の“仕掛け”や壁などの絵に発想を得たり、登場人物を選んで新しい物語を展開するなど、イマジネーション豊かに創作した作品をお待ちしています。 見事グランプリ（1編）に選出された方には、賞金 10万円と「ハッピーマジックルーム」ご宿泊を進呈し、受賞作品はヒルトン東京ベイのホームページで公開いたします。審査員には、日本を代表する児童書の出版社「ポプラ社」の編集者など、 児童書の専門家も参加します。 

 （2）童話読み聞かせイベント開催 開催日：3月 30 日（月）、31 日（火）、4月 1日（水）、4月 2日（木） 時間：14：00～ / 15：00～ / 16：00～ 「みならい魔女ティアラとまほうの森」の読み聞かせイベントを、春休み期間中の四日間、ホテルロビーで催します。日本を代表する児童書の出版社「ポプラ社」とのタイアップで実現したこのイベントは、どなたでも自由に参加可能です。（無料・予約不要）。 読み聞かせを担当するのは、各地で読み聞かせを行っているポプラ社の読み聞かせの専門家と、文化放送の女性アナウンサーです。童話の主人公たちが目の前に現れたかのような、臨場感溢れる読み聞かせです。 

 （3）『ティアラ・バースデーウィーク』 / レストランにて 期間：3月 14 日（土）～22 日（日） ヒルトン東京ベイでは、「ハッピーマジックルーム」が稼働を開始した“3月 18日”を、童話の主人公である魔法使いの少女・ティアラの“誕生日”と定め、レストランにて『ティアラ・バースデーウィーク』を開催します。「ザ・スクエア」内 2 つのレストランでは、ティアラの誕生日をお祝いする、期間限定メニューをご提供します。 
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 パンエイジアン料理「フォレストガーデン」では、ランチブッフェおよびディナーブッフェにて、デザートステーションにスペシャル・メニューとして、“ティアラの大好きなスイーツ”コーナーを設けます（ブッフェ料金は通常と同じです）。地中海料理「アチェンド」では、お子様向けのコース『ティアラ・バースデー キッズメニュー』をご提供します。両レストランとも、ファミリーでのお食事におすすめです。 

 （4）特別ご宿泊プラン『ティアラのハッピーバースデー』 ご宿泊日：3月 16 日（月）、17 日（火）、18 日（水）※各日 5室限定 『ティアラのハッピーバースデー』は、“魔法の森でのティアラの誕生日会にゲストも参加する”、という趣向を形にした、「ハッピーマジックルーム」の宿泊プランです。お子様のゲストはチェックイン時に、ティアラからの「バースデーパーティへの招待状」を受けとります。お部屋では、ルームサービスで届くプラン特製のデコレーションケーキとシャンパン（お子様にはソフトドリンク）で、アットホームなパーティ気分をお楽しみいただけます。ティアラの“誕生日”を含む 3日間、各日 5室限定のプランです。 

 「ハッピーマジックルーム」誕生 1 周年記念 スペシャルイベント＆フェアの各企画、プランの内容につきましては、添付をどうぞご覧ください。 

 

 ～～～～ 当リリースに関するお問合わせ先当リリースに関するお問合わせ先当リリースに関するお問合わせ先当リリースに関するお問合わせ先 ～～～～ ヒルトン東京ベイ  マーケティング・コミュニケーション 担当: 小林（mariko.kobayashi@hilton.com）・中嶋（eri.nakajima@hilton.com） 

 TEL: 047-355-5000（代表）内線 2272 / FAX: 047-355-9900 
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� 「ハッピーマジックルーム」誕生「ハッピーマジックルーム」誕生「ハッピーマジックルーム」誕生「ハッピーマジックルーム」誕生 1111 周年記念周年記念周年記念周年記念    スペシャルイベント＆フェアスペシャルイベント＆フェアスペシャルイベント＆フェアスペシャルイベント＆フェア        （1）「ハッピーマジックルーム」童話続編 創作コンテスト 【作品募集期間】【作品募集期間】【作品募集期間】【作品募集期間】 2009年 3月 1日（日）～5月 31日（日） 【応募資格】【応募資格】【応募資格】【応募資格】 年齢不問。ただし、作品は未発表のものに限ります。         ※中学生以下の応募に際しては、保護者の方の同意が必要です。 【賞の内容】【賞の内容】【賞の内容】【賞の内容】 ・・・・グランプリ（1編）･･･賞金 10万円、および「ハッピーマジックルーム」ご宿泊 また、受賞作品は、ヒルトン東京ベイのホームページで公開します。 

  ・入賞（数編）･･･豪華賞品を進呈します。 【作品規定】【作品規定】【作品規定】【作品規定】 文字数は、1200 字～2000 字程度。 【応募方法】【応募方法】【応募方法】【応募方法】 作品に、必要事項を記入した「応募用紙」（ヒルトン東京ベイのホームページからダウンロード可能）を添付し、郵送で送付。 【応募先】【応募先】【応募先】【応募先】 〒279-0031 千葉県浦安市舞浜 1-8 ヒルトン東京ベイ マーケティング・コミュニケーション内 「ハッピーマジックルーム 童話続編 創作コンテスト」係 【発表】【発表】【発表】【発表】  2009年 6月下旬頃を予定。 受賞者にのみ通知をし、ヒルトン東京ベイのホームページでも発表します。 【協力】【協力】【協力】【協力】  株式会社ポプラ社 ヒルトン東京ベイが株式会社ポプラ社の協力で作品を選考します。 ※ 当コンテストの詳細は、ヒルトン東京ベイのホームページにて詳しくご案内しています。 

http://hiltontokyobay.jp 

 （2）童話読み聞かせイベント 【開催日時】【開催日時】【開催日時】【開催日時】 3月 30日（月）、31日（火）、4月 1日（水）、4月 2日（木） 

  14：00～ / 15：00～ / 16：00～ 

  ※各回約 30 分 【場所】【場所】【場所】【場所】  1F メインロビーにて 【料金】【料金】【料金】【料金】  無料（予約不要） 【協力】【協力】【協力】【協力】  株式会社ポプラ社 【内容】【内容】【内容】【内容】  童話読み聞かせ 

1. ヒルトン東京ベイ オリジナル童話「みならい魔女ティアラとまほうの森」 

2. ポプラ社絵本「ぴょーん」「どうぶついろいろかくれんぼ」 

 （3）『ティアラ・バースデーウィーク』 / レストランにて 【期間】【期間】【期間】【期間】  2009年 3月 14日（土）～22日（日）  【パンエイジアン料理「フォレストガーデン」【パンエイジアン料理「フォレストガーデン」【パンエイジアン料理「フォレストガーデン」【パンエイジアン料理「フォレストガーデン」    ////    ランチ＆ディナーブッフェ】ランチ＆ディナーブッフェ】ランチ＆ディナーブッフェ】ランチ＆ディナーブッフェ】    ランチブッフェとディナーブッフェのデザートステーションに、“ティアラの大好きなスイーツ”が登場。フレッシュなフルーツを用いたケーキをはじめ全 5 種類の、名称もユニークなデザートをお楽しみいただけます。 ティアラの大好きなスイーツ 森の木の実のケーキ / ティアラの森のベリータルト / ティアラが大好きりんごのケーキ 魔法のゼリー / ティアラの好物 ほうれん草パン 

 【提供時間】【提供時間】【提供時間】【提供時間】 ランチブッフェ  11：30～14：15 / ディナーブッフェ 17：30～21：30 【料金】【料金】【料金】【料金】  ランチブッフェ    お一人様 平日 ￥3,200 土日祝 ￥4,050 

 お子様  全日 （4～7 才）￥1,300 （8～12 才）￥1,600 ディナーブッフェ    お一人様 ￥4,900 / お子様（4～12 才）￥2,500 

 【地中海料理「アチェンド」【地中海料理「アチェンド」【地中海料理「アチェンド」【地中海料理「アチェンド」    ////    ティアラ・バースデーティアラ・バースデーティアラ・バースデーティアラ・バースデー    キッズメニュー】キッズメニュー】キッズメニュー】キッズメニュー】    ティアラも大好きなメニューを集めた、お子様向けのスペシャル・コースをご用意。メインは 3 種類よりお好きなものをお選びいただけます。ランチ、ディナー両時間帯で提供します。 ティアラ・バースデー キッズメニュー コーンクリームスープ  選べるメイン 1 種（キッズスパゲッティ ナポリタン風 トマトソース和え または  ミートソース風味のライスグラタン“ドリア” 野菜とフレンチフライ添え または  エビフライと野菜のカレーライス フレンチフライポテト）   ストロベリーショートケーキとバニラアイスクリーム / ソフトロールパン / ミックスジュース 
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 【提供時間】【提供時間】【提供時間】【提供時間】 ランチ 11：30～15：00 / ディナー 17：00～22：00 【料金】【料金】【料金】【料金】      ￥2,500 

 （4）特別ご宿泊プラン『ティアラのハッピーバースデー』 【ご宿泊日】【ご宿泊日】【ご宿泊日】【ご宿泊日】 2009年 3月 16日（月）、17日（火）、18日（水） ※ 各日 5室限定  ※ ご利用の 2日前までの予約が必要です 【室料】【室料】【室料】【室料】  2 名様ご利用 ￥20,000 / 3 名様ご利用 ￥24,000 / 4 名様ご利用 ￥27,000 【ご宿泊の客室】【ご宿泊の客室】【ご宿泊の客室】【ご宿泊の客室】 ハッピーマジックルーム（ホテル 3 階～5 階） 【プランに含まれるもの】【プランに含まれるもの】【プランに含まれるもの】【プランに含まれるもの】 
1泊室料、朝食 ティアラのバースデーパーティ・メニュー（ルームサービス）   特製デコレーションケーキ（1室につき 1 個）/ シャンパンミニボトル（1室につき 1本）/ ソフトドリンク（お子様のご人数分） お子様には、チェックイン時にティアラからの「バースデーパーティへのご招待状」を差し上げます。 

 ※記載の料金には税金、サービス料を含みます。 

 【客室【客室【客室【客室 「ハッピーマジックルーム」】「ハッピーマジックルーム」】「ハッピーマジックルーム」】「ハッピーマジックルーム」】 
2008年に登場した、ヒルトン東京ベイで最も新しい客室です。オリジナル童話「みならい魔女ティアラとまほうの森」をもとにデザインされ、室内では、童話の主人公であるティアラに出会える「魔法の鏡」をはじめ、物語に登場する数々の“仕掛け”を実際に楽しむことができます。室内およびエレベーターホールには、魔法の森の木々や動物たちがアーティスティックに描かれ、お子様のみならず大人の方にも好評です。エレベーターホールに流れるＢＧＭもホテルオリジナルで、トータルコーディネートされた童話の世界をお楽しみいただけます。また、童話は絵本として株式会社ポプラ社より出版され、ホテル館内およびホームページからお求めいただくことができます。ホテル
3 階～5 階。236室。客室面積 35 ㎡（パーク側、宿泊可能な人数は 3 名様まで）/40 ㎡（海側、宿泊可能な人数は 4 名様まで）。 

 【パンエイジアン料理【パンエイジアン料理【パンエイジアン料理【パンエイジアン料理 「フォレストガーデン」】「フォレストガーデン」】「フォレストガーデン」】「フォレストガーデン」】 ランチとディナーでは、アジア各国料理をメインとした食べ放題をご提供しています。約 40 種類の料理に、約 10 種類のデザート類と、豊富なメニューをお楽しみいただけます。店内にある全長約
25メートルのブッフェカウンター、名づけて「キッチンシアター」では、お客様の目の前でシェフが料理を用意し、作りたての美味しさをご提供しています。ホテル 1 階。250 席。 

 【地中海料理【地中海料理【地中海料理【地中海料理 「アチェンド」】「アチェンド」】「アチェンド」】「アチェンド」】 地中海地方の味覚をベースに、グルメなアレンジを加えた料理の数々が好評のレストランです。コース料理のほか、アラカルトやワインリストも豊富にご用意しています。店内は上質な皮の椅子や落ち着いた色調の木製テーブルを配し、個人の邸宅のダイニングルームを思わせる温かみのある空間。店名はラテン語で「灯りをともす」という意味です。ホテル 1 階。200 席。個室 1室有り。 

 

 【ご予約、一般のお客様からのお問合せ先】【ご予約、一般のお客様からのお問合せ先】【ご予約、一般のお客様からのお問合せ先】【ご予約、一般のお客様からのお問合せ先】 
� TEL: 047-355-5000 （代） ・『ハッピーマジックルーム 童話続編 創作コンテスト』、『童話読み聞かせイベント』： マーケティング・コミュニケーション ・特別ご宿泊プラン『ティアラのハッピーバースデー』：宿泊予約係 ・『ティアラ・バースデーウィーク』（レストラン）： パンエイジアン料理「フォレストガーデン」/ 地中海料理「アチェンド」にて承ります。 

 


