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ヒルトン東京お台場 

      マーケティング コミュニケーションズ 

近藤、植田、薄井 

TEL: 03-5500-5509 

Email: marketing@hilton-odaiba.com 

 

【ヒルトン東京お台場】 

刀剣乱舞の世界観をスイーツで楽しめるスペシャルビュッフェ！ 

刀剣乱舞 ONLINE スペシャルビュッフェ ～BLACK&WHITE～ 

大好評につき、ヒルトン東京お台場で第二弾開催決定！ 

2022 年 10 月 21 日(金)より 

 

 

 
【2022 月 9 月 15 日】 ヒルトン東京お台場（東京都港区台場）では、「刀剣乱舞 ONLINE スペシャルビュッフェ ～

BLACK&WHITE～」を 2022 年 10 月 21 日(金)より 2F レストラン「グリロジー バー＆グリル」で開催いたします。様々なメディア

ミックスで常に話題の「刀剣乱舞」シリーズの原作となる刀剣育成シミュレーションゲーム「刀剣乱舞 ONLINE」より黒と白のカラ

ーにフォーカスし、選ばれた刀剣男士をモチーフにした、和洋折衷のラグジュアリーなスペシャルビュッフェをお楽しみいただけます。

また第一弾同様、刀剣男士をイメージしたスペシャルカクテルも追加でご注文が可能です。さらに今回のスペシャルビュッフェに合

わせ、会場にてオリジナルグッズも販売予定です。 
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■開催概要 

●期 間：  2022 年 10 月 21 日（金）～11 月 30 日（水） 

●営業時間：  平日 ①11：30～13：10 ②13：30～15：10 ③15：30～17：10 ④17：30～19：10 ⑤19：30～21：10 

土・日・祝 ①11：30～13：10 ②13：30～15：10 ③15：30～17：10 ④17：30～19：10 

●料 金：  平日 6,500 円 / お子様（小学生） 5,100 円 / 未就学児（4～6 歳） 2,550 円 

休日 7,000 円 / お子様（小学生） 5,600 円 / 未就学児（4～6 歳） 2,800 円 

●予約開始日時： 前期抽選予約受付 2022 年 9 月 16 日(金) 12:00 より開始 

前期一般予約受付 2022 年 10 月 6 日(木) 12：00 より開始  

※抽選予約・一般予約受付は前期、後期とわかれます 

※後期の抽選予約、一般予約の受付スケジュールにつきましては公式サイトをご確認ください 

●会 場：  ヒルトン東京お台場 2F レストラン「グリロジー バー＆グリル」 

※完全事前予約制 

※1～3 歳のお子様は無料です 

※キャラクターカクテルは別料金となります 

※表示料金には税金・サービス料が含まれております 

※特別プロモーションメニューにつき、すべての割引は対象外となります 

 

＜公式サイト＞https://odaiba.site/ 

＜公式 Twitter＞ @tkrb_hl_b 

 
◆刀剣乱舞 ONLINE とは 

名だたる刀剣が戦士へと姿を変えた“刀剣男士”。あなたは彼らを率いる“審神者”となり、歴史を守る戦いに出ます。短刀、脇差、

打刀、太刀、大太刀、薙刀、槍、剣の計 8 種の個性豊かな刀剣男士を集めて育て、あなただけの部隊結成！様々な合戦場を

攻略していく、刀剣育成シミュレーションゲームです。 

 

『刀剣乱舞 ONLINE 』PC ブラウザ版＆スマートフォン版 好評配信中！ 

PC ブラウザ版『刀剣乱舞 ONLINE 』  

スマホアプリ版『刀剣乱舞 ONLINE Pocket』 

価格：基本無料(一部アイテム課金あり） 

推奨端末： 

iOS  ：iPhone5 以降（推奨 OS バージョン iOS10.0 以上） 

Google：Android 4.4 以降（一部非推奨端末あり） 

Amazon ：Android 4.4 以降（一部非推奨端末あり） 

Johrenandroid ：Android 6.0 以降 

 

 

 

 

■デザートメニューご紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【太鼓鐘貞宗】 
パンナコッタ、エルダーフラワージュレ

&バタフライピージュレ 

【燭台切光忠】 
チョコレートパンナコッタ、カシス&レモンゼリー 

【鶴丸国永】 
ティラミスブラン 

https://odaiba.site/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆セイボリーメニュー 

・ブラックカレー&ホワイトカレー 

・ブラックライス&ホワイトライス 

・シェパーズパイ 

・黒と白のアソートサンドイッチ 

・シェフサラダ 黒と白の野菜 

・小海老のイカ墨パスタ 

・ゴーフレットポテトと白胡麻 黒胡麻ソース 

※内容は変更になる場合がございます。 

※商品画像はイメージです。 

 

【静形薙刀】 

オレンジショコラノワール 

【巴形薙刀・静形薙刀】 

ルレ・ビスキュイショコラノワール 

【大倶利伽羅】 

オペラキャラメルサレ 

 

【太鼓鐘貞宗・燭台切光忠・鶴丸国永・大倶利伽羅】 
フォレノワール 

【髭切】 
白ゴマのタルトショコラ 

【膝丸】 
黒ゴマのタルトショコラ 

【髭切・膝丸】 
ゴマのアントルメショコラブラン 

【巴形薙刀】 
オレンジショコラブラン 



■ドリンクメニュー(ノンアルコールドリンク)のご紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

膝丸 

1,450 円 

コーラ、ノンアルコール赤ワイン、ぶどうジュース、 

レモンシロップ、マシュマロ、レモン 

太鼓鐘貞宗 

1,450 円 

豆乳、ヨーグルト、ライチシロップ、ブルーキュラソー 

マンゴー、ブルーベリー、ミント、カレーパウダー 

鶴丸国永 

1,450 円 

豆乳、ヨーグルト、ライチシロップ、 

ココナッツスライス 

 

燭台切光忠 

1,450 円 

コーヒー、キャラメルシロップ、ポップコーンシロップ、 

ブラックチョコクッキー、フランボワーズダイス 

髭切 

1,450 円 

カルピス、グレープフルーツジュース、 

青りんごシロップ、ソーダ、マシュマロ、レモン 

大倶利伽羅 

1,450 円 

コーヒー、キャラメルシロップ、ポップコーンシロップ、 

粒チョコレート、ブラックペッパー 

ドリンク注文特典： 

オリジナルコースター 

(全 8 種) 

ご注文いただいたドリンクと 

同じ刀剣男士のコースターを 

1 枚プレゼント！ 

巴形薙刀 

1,450 円 

カルピス、グレープフルーツジュース、 

青りんごシロップ、ソーダ、ブルーキュラソー 

静形薙刀 

1,450 円 

コーラ、ノンアルコール赤ワイン、ぶどうジュース 

レモンシロップ、マンゴー 



※内容は変更になる場合がございます。 

※商品画像はイメージです。 

※表示料金には税金・サービス料が含まれております。 

 

■会場にてオリジナルグッズ販売予定 

オリジナルグッズを会場にて販売いたします。 

・アクリルキーホルダー(ランダム 8 種)  715 円 

・ステッカーセット(8 枚入り)  1,210 円 

・フラットポーチ(全 8 種)  1,430 円 

・缶バッジ(全 8 種)    715 円 

・ポストカードセット(8 枚入り)  1,210 円 

・クッションカバー(全 2 種)  3,850 円 

・ランチョンマット(全 2 種)  1,540 円 

・ラスク缶    1,620 円 

 

■オンラインショップでの通販も実施予定 

オリジナルグッズは、オンラインショップ(刀剣乱舞万屋本舗 https://touken-yorozuya.com/)でも販売いたします。 

ビュッフェになかなか来られない方や買い足しグッズがある方など、ぜひご活用ください。 

 

オンラインショップ販売期間：2022 年 10 月 21 日（金） 11:30～12 月 1 日（木） 23:59 

                受注生産期間：2022 年 10 月 21 日(金)11:30～11 月 6 日(日) 23:59 

                一般販売期間：2022 年 11 月 12 日(月)11:30～12 月 1 日(木) 23:59 

                ∟一般販売期間は受注生産ではございません。欠品の可能性がございますので、ご了承ください。 

オンラインショップお届け予定日：2022 年 12 月下旬～2023 年 1 月上旬予定 

※記載の日程は変更となる可能性がございます。 

 

■ご来館特典 

ビュッフェご利用の方にオリジナルポストカード（全 1 種）、ペーパーランチョンマット(全 1 種)を各１枚プレゼントいたします。 

 

※情報は近日中にスペシャルビュッフェ特設ページ、公式 Twitter にてご案内します。 

 

■開催会場概要 

●名称：ヒルトン東京お台場 2F レストラン「グリロジー バー＆グリル」 

●住所：〒135-8625 東京都港区台場 1-9-1 

●TEL：レストラン総合案内 TEL：03-5500-5580（10:00～20：00） 

●HP：https://www.hiltonodaiba.jp/restaurants/grillogy 

●アクセス：https://www.hiltonodaiba.jp/access/ 

 

◎新型コロナウイルス感染拡大の防止とお客様の安全を考慮し、営業時間や開催日を変更させていただく場合がございます。最

新状況は以下よりご確認ください。 

https://www.hiltonodaiba.jp/news/detail/3597 

◎政府からの要請によりレストランの営業時間変更等を行う場合がございます。その場合にはホームページ内にて随時お知らせい

たしますので、ご確認をお願いいたします。 

 

■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 18 室を含む 453 の全客室に備えられたプライベートバルコニーからレイン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。鉄板焼、寿司、天ぷら、会席など、

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

https://touken-yorozuya.com/
https://www.hiltonodaiba.jp/restaurants/grillogy
https://www.hiltonodaiba.jp/access/
https://www.hiltonodaiba.jp/news/detail/3597


類のウイスキーを楽しめる「キャプテンズバー」に加え、オールデイダイニング「SEASCAPE TERRACE DINING （シースケープ テラ

ス・ダイニング）」と「Grillogy BAR & GRILL（グリロジー バー&グリル）」。現代の東京を代表する新たなダイニング・デスティネーション

として進化しました。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を備

え、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。 

https://www.hiltonodaiba.jp/, https://www.instagram.com/hilton_tokyo_odaiba/, https://www.facebook.com/hiltonodaiba  

https://twitter.com/hiltonodaiba 

 

■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約 600 軒

のホテルを展開しています。ヒルトン・ホテルズ&リゾーツのご予約は、公式サイト（https://hiltonhotels.jp/）または業界をリードする

ヒルトン・オナーズのモバイルアプリから。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。 newsroom.hilton.com/hhr, https://www.facebook.com/Hilton/, 

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

 
■オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは 

オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランドです。それぞれの地
域の個性を活かして、お客様に発見や感動を届けることを目指し、「オリエンタルホテル」を中心に、各種ブランドをはじめ東京
ディズニーリゾート(R)・パートナーホテルなど全国 16 施設、4,450 室を展開しています。 https://www.oriental-hotels.com 

 

■株式会社ホテルマネージメントジャパン 会社概要 

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内 22 ホテル、6,730 室のホテルを運営するホテル経営会社です。全国各地で
「オリエンタル」、「ヒルトン」、「ホリデイ・イン」など、国内外のブランドをはじめ東京ディズニーリゾート(R)・パートナーホテルなど多
種多様なホテル経営を行っています。 

※グループホテル数：22／グループホテル総客室数：6,730 室／グループホテル総従業員数：2,248 名 
（2022 年 8 月現在） 
※国内 22 ホテル 
 
ヒルトン成田（千葉県成田市/ 548 室）、インターナショナルガーデンホテル成田（千葉県成田市/ 463 室）、オリエンタルホテル 
東京ベイ（千葉県浦安市/ 511 室）、ヒルトン東京お台場（東京都港区/ 453 室）、ホテル オリエンタル エクスプレス 東京蒲
田（東京都大田区/ 158 室）、ホテル オリエンタル エクスプレス 名古屋栄（名古屋市中区/ 252 室）、オリエンタルホテル京
都 六条（京都市下京区/ 166 室）、ホテル日航奈良（奈良県奈良市/ 330 室）、ホテル オリエンタル エクスプレス 大阪心
斎橋（大阪市中央区/ 124 室）、ホリデイ・イン大阪難波（大阪市中央区/ 314 室）、なんばオリエンタルホテル（大阪市中央
区/ 258 室）、オリエンタルホテル ユニバーサル・シティ（大阪市此花区/ 330 室）、オリエンタルスイーツ エアポート 大阪りんくう
（大阪府泉佐野市/ 258 室）、神戸メリケンパークオリエンタルホテル（神戸市中央区/ 323 室）、シェラトングランドホテル広島
（広島市東区/ 238 室）、オリエンタルホテル広島（広島市中区/ 227 室）、オリエンタルホテル福岡 博多ステーション（福岡市
博多区/ 221 室）、ホテル オリエンタル エクスプレス 福岡天神（福岡市中央区/ 263 室）、ホテル オリエンタル エクスプレス 
福岡中洲川端（福岡市博多区/ 183 室）、オリエンタルホテル 沖縄リゾート&スパ（沖縄県名護市/ 361 室）、ホテル日航ア
リビラ（沖縄県読谷村/ 397 室）、沖縄ハーバービューホテル（沖縄県那覇市/ 352 室） 

【報道関係者からのお問い合わせ】 

株式会社ホテルマネージメントジャパン 

担当：営業企画 浦辺、柏﨑、竹原、舟木、菊地  

E-mail：contact_others@hmjkk.co.jp 

TEL：03-6422-0510（代表）（平日 10:00-17:00） 
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