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ヒルトン東京お台場について

ヒルトン東京お台場は、スイートルーム

ヒルトン東京お台場

略歴】 

1961 年 10 月生まれ、

1986 年 ホテルサンルートプラザ東京

1989 年 ヒルトン東京ベイ

 年 グランドハイアット福岡

1997 年 パンパシフィックホテル横浜

2005 年 コンラッド東京

2019 年 ヒルトン東京お台場

【受賞歴】 

1980 年 Japan association of training colleges for cooking award

1998 年 ボキューズドール日本予選

1998 年 ソペクサ料理コンクール

1999 年 FFCC 料理コンクール

2000 年 ボキューズドール日本予選

2002 年 ボキューズドール日本予選

ヒルトン東京お台場について

ヒルトン東京お台場は、スイートルーム

ヒルトン東京お台場

月生まれ、千葉県出身

ホテルサンルートプラザ東京

ヒルトン東京ベイ オープニングスタッフとして

グランドハイアット福岡 

パンパシフィックホテル横浜

コンラッド東京 バンケット

ヒルトン東京お台場 総料理長就任
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ボキューズドール日本予選 3 位入賞

 セミファイナリスト

 3 位入賞 

ボキューズドール日本予選 3 位入賞

ボキューズドール日本予選 セミファイナリスト

ヒルトン東京お台場は、スイートルーム 18 室を含む
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ボーブリッジと東京都心のパノラマビューを一望することができる東京湾のウォーターフロントに位置するホテルで

す。館内には、鉄板焼、寿司、天ぷら、懐石など、料亭のような趣の日本料理「さくら」、季節の食材をふんだ

んに取り入れた本格広東料理「唐宮（とうぐう）」、カクテルと豊富な種類のウィスキーを楽しめる「キャプテンズバ

ー」に加え、オールデイダイニング「シースケープ テラス・ダイニング」と「グリロジー バー&グリル」の東京を代表する

ダイニング・デスティネーションとしてレストラン・バーを備えております。さらに、1,200 平方メートルのボールルームを

含むミーティング・イベントルームと 2 つのウエディングチャペルがあり、フィットネスセンターを含むスパには、海と空を 

望む開放的な屋外ジェットバスや室内プールも完備しています。詳細はこちらをご覧ください。 

www.hiltonodaiba.jp 

 

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、100 年にわたり、ホスピタリティの手本となるべく、進化し続けるお客様のニーズに

応えるような革新的な商品・サービスを提供し続けています。ヒルトン・ホテルズ&リゾーツは、宿泊先にこだわる

お客様に、世界 6 大陸の人気の滞在先で 585 軒以上のホテルを展開しています。ヒルトンの公認予約チャネ

ル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。 

最新の情報はこちらをご覧ください。 

www.hilton.com,newsroom.hilton.com/hhr,https://www.facebook.com/hiltonhotelsjapan/,www.twitter.c

om/HiltonHotels, www.instagram.com/hiltonhotels/ 

 

 

 

 


