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2009年 10月 22日 
 報道関係者各位 
    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）の 2009 年 11 月の催し物の情報を下記の通りご案内いたします。 
 どうぞ、よろしくお願いいたします。 
 

 

ヒルトンヒルトンヒルトンヒルトン東京東京東京東京ベイベイベイベイ    2009200920092009 年年年年 11111111 月月月月のののの催催催催しししし物物物物のごのごのごのご案内案内案内案内    

    

＜＜＜＜クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス情報情報情報情報＞＞＞＞    1111．．．．クリスマスイベントクリスマスイベントクリスマスイベントクリスマスイベント「「「「ヒルトンヒルトンヒルトンヒルトン東京東京東京東京ベイベイベイベイ・・・・クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス・・・・トレイントレイントレイントレイン」」」」 ························································································································································································································ 2222    2222．．．．ヒルトンヒルトンヒルトンヒルトン東京東京東京東京ベイベイベイベイののののクリスマスクリスマスクリスマスクリスマス···················································································································································································································································································································································································································································· 2222    3333．「．「．「．「王朝王朝王朝王朝」」」」ののののカルチャースクールカルチャースクールカルチャースクールカルチャースクール：「：「：「：「フラワーアレンジメントスクフラワーアレンジメントスクフラワーアレンジメントスクフラワーアレンジメントスクールールールール＆＆＆＆ランチランチランチランチ」」」」 ···································································································· 3333        
＜＜＜＜レストランレストランレストランレストラン情報情報情報情報＞＞＞＞    4444．．．．蟹蟹蟹蟹やややや鮭鮭鮭鮭、、、、ポテトポテトポテトポテトなどなどなどなど北北北北のののの大地大地大地大地のののの恵恵恵恵みをみをみをみを満喫満喫満喫満喫！「！「！「！「北海道北海道北海道北海道フェアフェアフェアフェア」」」」 ································································································································································································ 3333    5555．．．．おおおお値打値打値打値打ちなちなちなちな「「「「バリューランチバリューランチバリューランチバリューランチ」、「」、「」、「」、「北北北北イタリアディナーコースイタリアディナーコースイタリアディナーコースイタリアディナーコース」」」」がががが新登場新登場新登場新登場！！！！ ····················································································································  4 4 4 4    6666．．．．日曜日限定日曜日限定日曜日限定日曜日限定のののの「「「「パスタパスタパスタパスタ・・・・パスタパスタパスタパスタ・・・・ナイトナイトナイトナイト」」」」がががが好評好評好評好評によりによりによりにより、、、、期間延長期間延長期間延長期間延長！！！！ ································································································································································ 5555    7777．．．．人気人気人気人気アイテムアイテムアイテムアイテムをををを集集集集めためためためた「「「「スイーツコレクションスイーツコレクションスイーツコレクションスイーツコレクション 2009200920092009」」」」 ················································································································································································································································································ 6666    8888．．．．中国料理中国料理中国料理中国料理「「「「王朝王朝王朝王朝」」」」    秋秋秋秋のののの人気人気人気人気コースコースコースコースはははは、「、「、「、「蟹蟹蟹蟹とふかひれとふかひれとふかひれとふかひれコースコースコースコース」」」」 ································································································································································································ 7777        
＜＜＜＜パーティプランパーティプランパーティプランパーティプラン＞＞＞＞    9999．．．．ウィンターパーティプランウィンターパーティプランウィンターパーティプランウィンターパーティプラン ························································································································································································································································································································································································································································································ 8888        
＜＜＜＜資料資料資料資料＞＞＞＞        ヒルトンヒルトンヒルトンヒルトン東京東京東京東京ベイベイベイベイについてについてについてについて・・・・Hilton WorldwHilton WorldwHilton WorldwHilton Worldwideideideideについてについてについてについて················································································································································································································································································ 8888                
 ～～～～ 当当当当リリースリリースリリースリリースにににに関関関関するおするおするおするお問問問問いいいい合合合合わせわせわせわせ先先先先 ～～～～ 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)・髙見 (masaki.takami@hilton.com) 

TEL: 047-355-5000（代表）内線 2272 / FAX: 047-355-9900 
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＜クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス情報情報情報情報＞＞＞＞    
 １１１１．．．．クリスマスイベントクリスマスイベントクリスマスイベントクリスマスイベント「「「「ヒルトンヒルトンヒルトンヒルトン東京東京東京東京ベイベイベイベイ・・・・クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス・・・・トレイントレイントレイントレイン」」」」    メインロビーメインロビーメインロビーメインロビー        『『『『ヒルトンヒルトンヒルトンヒルトン東京東京東京東京ベイベイベイベイ・・・・クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス・・・・トレイントレイントレイントレイン』』』』は、今年で 10 回目の実施を迎える、ヒルトン東京ベイの冬の風物詩とも言える、大規模なジオラマと鉄道模型の展示物です。冬のヨーロッパの山あいの風景を再現した総面積約 60㎡のジオラマに、約 70両ものカラフルな列車模型が走ります。 

 ジオラマには、緻密でリアルな風景と人々の暮らしの様子がクリエイティブに再現されています。起伏に富んだランドスケープも見ものです。また、鉄道模型愛好家にファンも多い、ドイツ生まれの「レーマン社」Ｇゲージの列車模型をこれほどの規模で走らせる展示物は、大変珍しいものです。ジオラマ製作は、グアム在住のトレイン・ビルダー、ジェリー・マックエリゴット氏が担当しています。 

 また、ヒルトン東京ベイでは、『『『『ヒルトンヒルトンヒルトンヒルトン東京東京東京東京ベイベイベイベイ････クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス････トレイントレイントレイントレイン』』』』に広告を出稿した、約 110社の企業からの広告収益の一部を、毎年、寄付しています。館内にも、募金箱を設置し、ゲストの皆様と有志のホテルスタッフによる浄財を集めています。 

 昨年は、この寄付により、台風の影響で校舎の屋根や床に穴が空いたままとなっていた、フィリピンのサンタ・マルセデス小学校の改修事業が行われました。また、本年も、校舎の荒廃が激しく、劣悪な環境での学校生活を強いられている子供達を助けるため、小学校の校舎一棟を新しく建設する予定です。 

 ヒルトンヒルトンヒルトンヒルトン････クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス････トレイントレイントレイントレイン    日時： 11月 10日（火）～2010年 1月 11日（月・祝） 場所： ホテル 1階 ロビー ※ ホテルにお越しの方はどなた様もご自由にご覧いただけます。終日展示しています。 

 

 ２２２２．．．．ヒルトンヒルトンヒルトンヒルトン東京東京東京東京ベイベイベイベイののののクリスマスクリスマスクリスマスクリスマス    メインロビーメインロビーメインロビーメインロビー＆＆＆＆外観外観外観外観        「ヒルトン東京ベイ・クリスマス・トレイン」が登場する 11月 10日より、ホテルはクリスマスムード一色に包まれます。今年の、ヒルトン東京ベイのクリスマスのテーマは、『『『『ハッピーハッピーハッピーハッピーママママジックジックジックジック・・・・クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス』』』』。ホテルを訪れる誰もがワクワクと心躍るハッピーな気持ちになれる、すてきな魔法に満ちたクリスマスをお届けします。館内には、美しく飾られたクリスマスツリー、世界各国の衣裳をまとったユニークなサンタクロース人形の展示、お子様がサンタの衣装を着て記念撮影ができるフォトコーナーなどをご用意しています。 

 また、11月 10日（火）と、それ以降の土・日・祝日、および特定日には、ホテル外観に幻想的なイルミネーションが点灯されます。中央の星型のイルミネーションから、放射線状に光の線が流れ落ちる様子は、まるで巨大なクリスマスツリーのようです。 
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 点灯日： 11月 10日（火）～2010年 1月 11日（祝）の土・日・祝日と下記 特定日 

<特定日>11月 10日（火）、12月 22日（火）～12月 25日（金）、12月 31日（木） 点灯時間： 日没から深夜まで         ３３３３．「．「．「．「王朝王朝王朝王朝」」」」ののののカルチャースクールカルチャースクールカルチャースクールカルチャースクール：「：「：「：「フラワーアレンジメントフラワーアレンジメントフラワーアレンジメントフラワーアレンジメント＆＆＆＆ランチランチランチランチ」」」」    中国料理中国料理中国料理中国料理「「「「王朝王朝王朝王朝」」」」        クリスマスに向けてオリジナルのクリスマスリースをお作りいただける一日限りのカルチャースクールを開催します。 

 株式会社 日比谷花壇からフラワーコーディネーターを講師として招き、プロのコツをわかり易く伝授いたします。モミの木のリースにオーナメントをアレンジしながら、オリジナルのクリスマスリースをお作りいただけます。講習の後は、宮本料理長のスペシャルランチコースをお楽しみいただけます。 

    「「「「フラワーアレンジメントスクールフラワーアレンジメントスクールフラワーアレンジメントスクールフラワーアレンジメントスクール＆＆＆＆ランチランチランチランチ」」」」    日時：    11月 18日（水）10：30～（要予約）40名様限定 場所：    ヒルトン東京ベイ 1Ｆ 中国料理「王朝」 料金：    お一人様 ￥7,500（講習参加費 、教材、ランチコースを含む） 講師：    株式会社 日比谷花壇 シニアデザイナー 岩井 泰樹 スケジュール：   10：30～12：00 講習 

12：10～13：30 ランチタイム         ＜レストランレストランレストランレストラン情報情報情報情報＞＞＞＞        ４４４４．．．．蟹蟹蟹蟹やややや鮭鮭鮭鮭、、、、ポテトポテトポテトポテトなどなどなどなど北北北北のののの大地大地大地大地のののの恵恵恵恵みをみをみをみを満喫満喫満喫満喫！「！「！「！「北海道北海道北海道北海道フェアフェアフェアフェア」」」」    アジアアジアアジアアジア料理料理料理料理「「「「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」」」」     11月 1日（日）から 12月 31日（木）まで、ランチブッフェおよびディナーブッフェにて「「「「北海道北海道北海道北海道フェアフェアフェアフェア」」」」と銘打って、石狩鍋やジンギスカン、札幌ラーメンやズワイガニなど、北海道から冬のご馳走を、日替わりで毎日 7種類ご提供します。  「フォレストガーデン」のランチブッフェとディナーブッフェでは、「「「「北海道北海道北海道北海道フェアフェアフェアフェア」」」」のスペシャルメニューの他にも、和食、中国、タイやインドといったエスニック等、ヘルシーさも魅力的な約40種類のアジア料理を中心にしたお食事メニューが、全長 25メートルに及ぶカウンターの上に所狭しと並びます。ジャンルごとにお子様向けのメニューもご用意しています。また、デザートステーションでは、フルーツやケーキ、焼き菓子など 10種類以上のデザートが楽しめます。             
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＜＜＜＜11111111月月月月・・・・12121212月限定月限定月限定月限定メニューメニューメニューメニュー    「「「「北海道北海道北海道北海道フェアフェアフェアフェア」＞」＞」＞」＞    日時： 11月 1日（日）～ 12月 31日（木） ランチブッフェ 11：30～14：15 ディナーブッフェ 17：30～21：30 場所： ヒルトン東京ベイ 1F アジア料理「フォレストガーデン」 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  ￥1,300（4～7歳） ￥1,600（8～12歳） ディナーブッフェ お一人様 全日 ￥4,900      お子様  全日 ￥2,500（4～12歳） 「「「「北海道北海道北海道北海道フェアフェアフェアフェア」」」」    メニューメニューメニューメニュー （一部） ： 石狩鍋 / ジンギスカン / 蟹のてっぽう汁 / 札幌ラーメン / 鮭のチャンチャン焼き / 海鮮焼きそば / 烏賊のしょうが焼き / 蒸し蟹 など ※ ランチブッフェ、ディナーブッフェともに上記より日替わりで約 7種類のメニューが登場します。    □■アジア料理「フォレストガーデン」（1Ｆ）■□  長さ約 25メートルのブッフェカウンター“キッチンシアター”が特徴。お客様の目の前で、シェフが料理を用意します。アジア料理をメインとするランチブッフェとディナーブッフェでは、約40種類のお食事と約 10種類のデザートを食べ放題で楽しめます。ホテル 1階。250席。 ※店舗名称を、パンエイジアン料理「フォレストガーデン」からアジア料理「フォレストガーデン」に変更いたしました。         ５５５５．．．．おおおお値打値打値打値打ちなちなちなちな「「「「バリューランチバリューランチバリューランチバリューランチ」、「」、「」、「」、「北北北北イタリアディナーコースイタリアディナーコースイタリアディナーコースイタリアディナーコース」」」」がががが新登場新登場新登場新登場！！！！        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」」」」        
 地中海料理「アチェンド」にランチメニュー「「「「バリューランチバリューランチバリューランチバリューランチ」」」」が登場します。 

 前菜の盛り合わせの後、数種類のパスタ、リゾット、ピッツァの中からお好みのものを一皿、さらに、デザートプレートとコーヒー・紅茶がセットになった、お値打ちランチです。 

                 バリューランチバリューランチバリューランチバリューランチ    日時： 11月 1日（日）～12月 31日（木） ランチ 11：30～15：00 場所： ヒルトン東京ベイ 1Ｆ 地中海料理「アチェンド」 料金： お一人様 ￥1,990（税金・サービス料込み）      また、「「「「北北北北イタリアディナーコースイタリアディナーコースイタリアディナーコースイタリアディナーコース」」」」は、シェフ特製の期間限定メニュー。「帆立貝の香草パン粉焼き」や「牛ほほ肉の赤ワイン煮」、さらにデザートは、旬のデザート「栗のクリームブリュレ」をお楽しみいただけます。  
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北北北北イタリアディナーコースイタリアディナーコースイタリアディナーコースイタリアディナーコース    日時： 11月 1日（日）～12月 30日（水）（12月 22日～25日は除く） ディナー 17：00～22：00 場所： ヒルトン東京ベイ 1Ｆ 地中海料理「アチェンド」 料金： お一人様 ￥6,700（税金・サービス料込み） 

                □■地中海料理「アチェンド」（1Ｆ）■□  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。店名はラテン語で「灯りをともす」という意味です。200席。店内には個室 1室を備えています。 
 

 ６６６６．．．．日曜日限定日曜日限定日曜日限定日曜日限定のののの「「「「パスタパスタパスタパスタ・・・・パスタパスタパスタパスタ・・・・ナイトナイトナイトナイト」」」」がががが好評好評好評好評によりによりによりにより、、、、期間延長期間延長期間延長期間延長！！！！    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」」」」    
 『『『『パスタパスタパスタパスタ・・・・パスタパスタパスタパスタ    ナイトナイトナイトナイト』』』』では、6 種類のパスタと、6 種類のソースの中から、お好みの組み合わせで、何度でもお好きなだけ注文が可能です。一度に数種類を味わっていただけるよう、小さめのポーションでお作りします。ご注文を受けてからご用意をするパスタは、ゆでたて熱々をお楽しみいただけます。 

 メインディッシュは、魚料理 1種、肉料理 2種、お子様プレートの計 4種類の中から、お好みの 1種類を選ぶことができます。 

 さらに、前菜、ピッツァ、デザートは、ブッフェカウンターから、お好きなものをお好きなだけお選びいただけます。前菜は、サラダやカルパッチョ、フォカッチャや豆のディップなど、ヘルシーな地中海風のメニュー。店内の釜で焼き上げる 2種類のピッツァも、チーズがたっぷりで、大人気のアイテムです。デザートは、ケーキやフルーツのコンポートなど、約 10種類をご用意しています。 

 パスタパスタパスタパスタ・・・・パスタパスタパスタパスタ    ナイトナイトナイトナイト    日時： 11月の毎週日曜日、ディナー 17：00～22：00 場所： ヒルトン東京ベイ 1Ｆ 地中海料理「アチェンド」 料金： お一人様 ￥4,900、お子様 ￥2,500 （税金・サービス料込み） 

【【【【北北北北イタリアディナーコースイタリアディナーコースイタリアディナーコースイタリアディナーコース】】】】 （全 4品）  【【【【料金料金料金料金】】】】 お一人様 ￥6,700 オーブンローストトマト、モッツァレラチーズとバジルペースト 鮪の叩き カルピオーネ風 松の実とレーズン飾り 丸小判鯵のカルパッチョ  針野菜とグリーンマスタードソース ＊ 帆立貝の香草パン粉焼きとミッレリーゲパスタ  グリーンオニオンとオリーブオイルの香り ＊ 牛頬肉の赤ワイン煮 旬の温野菜添え ＊ 栗のクリームブリュレとサワークリームソース ＊ コーヒー/紅茶 
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メニュー：  

 ブッフェカウンターにて 地中海料理地中海料理地中海料理地中海料理のののの前菜前菜前菜前菜ブッフェブッフェブッフェブッフェ    
++++ ブッフェカウンターにて 焼焼焼焼きたてきたてきたてきたてピピピピッツァッツァッツァッツァ    （ピッツァ マルゲリータ、ピッツァ フォルマッジなど、日替わりで二種類） 
++++    

++++    

++++    ブッフェカウンターにて デザートブッフェデザートブッフェデザートブッフェデザートブッフェ    
 

 □■地中海料理「アチェンド」（1Ｆ）■□  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。店名はラテン語で「灯りをともす」という意味です。200席。店内には個室 1室を備えています。 
 

 ７７７７．．．．人気人気人気人気アイテムアイテムアイテムアイテムをををを集集集集めためためためた「「「「スイーツコレクションスイーツコレクションスイーツコレクションスイーツコレクション 2009200920092009」」」」    ロビーラウンジロビーラウンジロビーラウンジロビーラウンジ    「「「「ベイラウンジベイラウンジベイラウンジベイラウンジ」」」」     「ベイラウンジ」のデザートブッフェでは、デザートの一部に、毎月「テーマアイテム」を設けています。11月の「テーマアイテム」は、「「「「スイーツコレクションスイーツコレクションスイーツコレクションスイーツコレクション 2009200920092009」」」」です。 

 

11111111月月月月ののののテーマアイテムテーマアイテムテーマアイテムテーマアイテム「「「「スイーツファンスイーツファンスイーツファンスイーツファン 2009200920092009」」」」    日時：  11月 1日（日）～30日（月） 場所： ヒルトン東京ベイ 1Ｆ ロビーラウンジ「ベイラウンジ」 平日 14：30～17：00 土日祝 90分制（①14：30-16：00、②16：00-17：30の２部制）  料金： 「デザートブッフェ」 お一人様 平日 ¥1,900 / 土日祝 ¥2,350   お子様（4～12才）全日 ¥1,000 
   「デザートブッフェ + コーヒー ・ 紅茶 ・ ドリンクバー」 お一人様 平日 ¥2,700 / 土日祝 ¥2,950   お子様（4～12才）全日 ¥1,500 「「「「スイーツコレクションスイーツコレクションスイーツコレクションスイーツコレクション 2009200920092009」」」」メニューメニューメニューメニュー：：：：            オペラ（１月 チョコレート＆ナッツから）/ ストロベリーシフォン（2月 ストロベリーから） / ベリータルト（3月 ベリーから） / ハニーケーキ（4月 ハニー、ヘーゼルナッツ＆キャラメルから） / マンゴープリン（5月 プリンから）/ パンナコッタ（6月 イタリアンデザート）/ロンガン＆愛玉子（オーギョーチー）（7月 フルーツ＆ゼリー）/レアチーズケーキ（9月 チーズ）/アップルパイ（10月アメリカンパイから） ※ 上記より日替わりで約 7種類のメニューが登場します。 

 

 

オーダーメニュー パスタパスタパスタパスタ料理料理料理料理 組み合わせてお好きなものをチョイス ・パスタ（スパゲッティ、カッペリーニ、フェトチーネ、ラジアトーレ、リガトーニ、カサレッチェ） ・ソース（カルボナーラ、ポモドーロ、ジェノベーゼ、ペペロンチーノ、シーフードラグー、ボロネーゼ） ※パスタ料理は、何度でもご注文が可能です。 オーダーメニュー メインディッシュメインディッシュメインディッシュメインディッシュ 下記より 1種類をチョイス （スズキのアクアパッツァ風、牛サーロインのグリル、若鶏とチーズのミラノ風カツレツ、お子様プレート） 
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「ベイラウンジ」のデザートブッフェのファンの方々への感謝を込めて、この一年間の毎月のテーマアイテムから、人気の高かったアイテムだけを選び出しました。日替わりで、約 7種類のデザートが登場します。 

 テーマアイテムのほかにも、ストロベリーショートケーキ、チーズケーキをはじめとする上品な味と評判の定番ケーキから、焼きたてのワッフルやクレープ、フレッシュフルーツまで、約
30種類ものデザートをそろえています。また、ピザやサンドイッチなど約 10種類の軽食も楽しめ、遅めのランチとしてのご利用もお勧めです。  □■ロビーラウンジ「ベイラウンジ」（1Ｆ）■□  1階ロビー内にあるラウンジ。店内一面は、美しい庭園を臨む高さ 2階分のガラス窓になっており、明るく優雅な雰囲気です。1988年のホテル開業時から 20年以上にわたって続く、午後のデザートブッフェが人気の店舗です。248席。 
 

 ８８８８．．．．中国料理中国料理中国料理中国料理「「「「王王王王朝朝朝朝」」」」    秋秋秋秋のののの人気人気人気人気コースコースコースコースはははは、「、「、「、「蟹蟹蟹蟹とふかひれとふかひれとふかひれとふかひれコースコースコースコース」」」」    中国料理中国料理中国料理中国料理「「「「王朝王朝王朝王朝」」」」     「王朝」料理長・宮本 莊三（みやもと・そうぞう）が、この季節に美味しさを増す渡り蟹と、人気の高級食材・ふかひれを堪能できる、贅沢なコース、『『『『蟹蟹蟹蟹とふかひれとふかひれとふかひれとふかひれコースコースコースコース』』』』をご用意いたします。 

 ランチ、ディナー両方でご提供する「渡り蟹のミソ入り ふかひれスープ」は、何時間もかけて煮込んだ深い味わいのスープに、蟹のミソを加えた、コクのある旨味の贅沢な逸品です。ディナーでは、渡り蟹の美味しさをシンプルに味わえる「渡り蟹の紹興酒漬け」や「渡り蟹の蒸しもの」をお召し上がりいただけます。 

 蟹蟹蟹蟹とふかひれとふかひれとふかひれとふかひれコースコースコースコース    日時：  11月 1日（日）～30日（月） 場所： ヒルトン東京ベイ Ｂ1Ｆ 中国料理「王朝」    ランチ 11：30～14：30、ディナー 17：30～21：30 （土曜：17：30～22：00） 料金： 「蟹とふかひれランチコース」 お一人様 ￥4,800 「蟹とふかひれディナーコース」 お一人様 ￥12,500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【【【【蟹蟹蟹蟹とふかひれとふかひれとふかひれとふかひれランチコースランチコースランチコースランチコース】】】】 （全 6品） 【【【【料金料金料金料金】】】】 お一人様 ￥4,800 
 ・焼き物と季節の前菜色々 ・渡り蟹のミソ入り ふかひれスープ ・海老と季節のキノコの甘酢香り辛し炒め  ・渡り蟹のミソ入り小籠包  ・極上ふかひれの姿煮込み あんかけご飯 宮本流 ・デザート  平日：デザートブッフェ 土日祝：季節のデザート盛り合わせ 

【【【【蟹蟹蟹蟹とふかひれとふかひれとふかひれとふかひれディナーコースディナーコースディナーコースディナーコース】】】】 （全 9品）  【【【【料金料金料金料金】】】】 お一人様 ￥12,500 
 ・焼き物と季節の前菜色々 ・渡り蟹の紹興酒漬け ・渡り蟹のミソ入り ふかひれスープ ・海老とホタテ貝の甘酢香り辛し炒め ・北京ダック ・渡り蟹の蒸しもの  ・極上ふかひれの姿煮込み あんかけご飯 宮本流 ・季節のフルーツと中国デザート ・香り高きお茶 
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 □■中国料理「王朝」■□  上海料理を中心に中国各地の料理をご提供するレストラン。上海モダニズムを彷彿とさせるモダンなインテリアの店内では、上海料理のほか、中国全土の料理を総集しご提供しています。ホテル開業以来「王朝」の料理長を務める宮本 莊三（みやもと・そうぞう）は、テレビや雑誌などメディアでも活躍中です。140席。会食やご宴会に最適な個室（6名様～50名様対応）もあります。火曜日定休。 
 

 ＜パーティプランパーティプランパーティプランパーティプラン＞＞＞＞    
 ９９９９．．．．ウィンターパーティプランウィンターパーティプランウィンターパーティプランウィンターパーティプラン    各宴会場各宴会場各宴会場各宴会場    
 お食事、飲み物（2時間の飲み放題）、会場使用費、消費税、サービス料をすべて含んだ、お一人様ごとの料金なので、幹事様の会費計算の手間がかからないお勧めプランです。 

 ホテル内には大・中・小合わせて13もの会場を備え、人数に見合ったパーティ会場が見つかります。パーティを彩る料理は、お好みに応じ、お好きなジャンルを選択することが可能です。 
 さらに、ご宴会を一層楽しいものにするカラオケ、ビンゴゲームを無料でお貸し出しします。また、申し込み人数に応じて、余興の賞品や主賓の方へのプレゼントにも喜ばれるヒルトン東京ベイでの食事券などをプレゼントします。詳細はお問い合わせください。 

 ウィンターパーティプランウィンターパーティプランウィンターパーティプランウィンターパーティプラン    日時： 10月 1日（木）～ 2010年 2月 28日（日）  時間： 2時間 （11：00～22：00の間） 人数： 10名様以上    ※ ブッフェ料理（全プランとも）は 30名様以上で承ります。 

 料金・会場・料理： 

    

    

    

    

    

    

    

    ※ 料金は 1名様分です。 料理、2時間飲み放題、会場使用費、税金、サービス料を含みます。 ※ 飲み放題＝ビール、ソフトドリンク（ウーロン茶ほか 3種）＋赤白ワイン、日本酒、焼酎等より 1種    
 

 

 ＜資料資料資料資料＞＞＞＞    
 ヒルトンヒルトンヒルトンヒルトン東京東京東京東京ベイベイベイベイについてについてについてについて 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。801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

「「「「プランプランプランプラン A A A A 」：」：」：」：    \\\\7,0007,0007,0007,000    ※月～木限定プラン 【【【【料理料理料理料理】】】】    ブッフェ料理 / オンテーブルブッフェ（卓上大皿盛り料理）  よりチョイス 
「「「「プランプランプランプラン B B B B 」：」：」：」：    ￥￥￥￥9,0009,0009,0009,000     【【【【料理料理料理料理】】】】    ブッフェ料理 / オンテーブルブッフェ（卓上大皿盛り料理） / 中国料理 / イタリア料理  よりチョイス 

「「「「プランプランプランプラン C C C C 」：」：」：」：    ￥￥￥￥11,00011,00011,00011,000        【【【【料理料理料理料理】】】】    ブッフェ料理 / オンテーブルブッフェ（卓上大皿盛り料理） / 中国料理 / 西洋料理 / イタリア料理  よりチョイス 
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には素晴らしい景観が広がります。ベッドを四台まで入れることのできる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、８つの中小の宴会場があり、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。 

 

Hilton Worldwideについてについてについてについて 

Hilton Worldwideは、世界をリードするホスピタリティ企業であり、ラグジュアリーホテルやリゾートから長期滞在型のスイートや中価格帯ホテルにいたるまで、幅広くホテル事業を手がけています。Hilton Worldwideは 90年に渡り、世界各地からビジネスやレジャーで訪れるゲストに、最高級の宿泊施設、サービス、アメニティ、そしてバリューを提供し続けてきました。当社は、グローバルに認知されたブランドがあらゆる地域でゲストに特別な体験をお届けできるよう、引き続き全力を尽くしています。77カ国で 3,300軒を超えるホテルを展開する当社のブランドにはウォルドーフ・アストリア・ホテルズ＆リゾーツ、コンラッド・ホテルズ＆リゾーツ、ヒルトン、ダブルツリー、エンバシー・スイーツ・ホテル、ヒルトン・ガーデン・イン、ハンプトン・イン＆スイーツ、ホームウッド・スイーツ・バイ・ヒルトン、ホーム２・スイーツ・バイ・ヒルトン、ヒルトン・グランド・バケーションが含まれています。また当社は、世界トップクラスのゲスト特典プログラムである、Hilton HHonors®も運営しています。当社に関する詳細は、www.hiltonworldwide.comをご覧下さい。 

 


