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【ヒルトン東京お台場】 

サンタデリバリーやライブ演奏付きスペシャルディナー、クリスマスマーケットなど 

7 つのプランを 2022 年 11 月 15 日（火）よりホテル各所で開催！ 

「ODAIBA レインボークリスマス」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2022 年 10 月 18 日】ヒルトン東京お台場（東京都港区台場）では、大小さまざまなレインボーカラーのオーナメントで彩られたク

リスマスツリーや館内装飾、サンタがお部屋までプレゼントをデリバリーする宿泊プラン、スノードームやぬいぐるみなど可愛らしいアイ

テムをラインアップした雰囲気あふれるクリスマスマーケットなどクリスマスシーズンを彩る 7 つのプランが楽しめる「ODAIBA レインボー

クリスマス」を開催いたします。 

 

ヒルトン東京お台場がお届けする今年のクリスマスは「ODAIBA レインボークリスマス」がテーマ。幸運の象徴でもある虹に想いを馳

せ、館内各所でさまざまなシーンに応える 7 つのプランをご用意いたしました。「宿泊プラン」では、サンタクロースがお部屋へプレゼン

トをお届けする昨年も大好評だったプラン「ヒルトンサンタデリバリー」をはじめ、推しとのクリスマスを祝うのにぴったりのバルーン付きプ

ランなど全 5 プランをご用意。「レストラン」では、お食事中にミュージシャンによるライブ演奏が付いた「グリロジー バー＆グリル」のス

ペシャルディナーや希少な黒いちごを使ったタルトやテーブルを飾る花束のようなケーキなどを取りそろえたクリスマスケーキ、日本料

理の細やかな技巧を楽しめるコースなどをご用意しています。 

 

さらに、特設エリアをホテル館内に設け、スノードームやぬいぐるみ、オーナメントなどの心が浮き立つようなアイテムの数々を大切な

方へのギフトやご自宅用に購入できるクリスマスマーケットを初開催するほか、12 月中の日曜日には、本来廃棄されてしまう婚礼

や生花店の花を再利用した「サステナブルフラワー」でキャンドルやフラワーボックスを作ることができるワークショップを開催いたします。 

 

また、サンタクロースが住む国として知られるフィンランド料理をバラエティー豊かに揃えたクリスマス期間限定のパーティープランもご

用意しています。 

 

クリスマスシーズンだけの思い出に残るひとときをヒルトン東京お台場で大切な方と一緒にお楽しみください。 
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■「ODAIBA レインボークリスマス」概要 

レインボークリスマス① 「宿泊プラン」 
「ヒルトンサンタデリバリー」 

予約期間： 2022 年 10月 18 日（火）～11月 30日（水） 

宿泊期間： 2022 年 12月 23 日（金）～25 日（土） 1日 12 室限定 

内容： サンタクロースが事前にお預かりしたプレゼントをお部屋にデリバリーサービス 

 クリスマスツリーをお部屋にご用意 

料金： 大人 2名様 1 室利用 1 室 120,000円～ 

夕食： クリスマスディナープレートとクリスマスケーキ、ドリンクをルームサービス 

朝食： レストランにてヒルトンブレックファスト（ビュッフェ） 

※大人 1 名様につき、添い寝のお子様は 1名無料です 

※中学生以上のお子様は大人料金となります 

※表示料金には税金・サービス料・宿泊税が含まれております 

サンタデリバリー時間： ①17:00～ ②17:20～ ③17:40～ ④18:00～ ⑤18:20～ ⑥18:40～ 

 ⑦19:00～ ⑧19:20～ ⑨19:40～ ⑩20:00～ ⑪20:20～ ⑫20:40～ 

 

少し早めのクリスマスをお得に☆「Early Christmas プラン」 

予約期間： 2022 年 10月 18 日（火）～12月 19日（月） 

宿泊期間： 2022 年 11月 15 日（火）～12月 22日（木） 

料金： 大人 2名様 1 室利用 1 室 45,991 円～ 

夕食： スペシャルディナーコースをルームサービス 

朝食： レストランにてヒルトンブレックファスト（ビュッフェ） 

特典： 庵スパ TOKYO アクアゾーン（プール・ジェットバス・サウナ）の 

 ご利用 20％OFF（日曜日～金曜日限定特典） 

※中学生以上のお子様は大人料金となります 

※表示料金には税金・サービス料・宿泊税が含まれております 

 

「クリスマス推し活プラン」 

予約期間： 2022 年 10月 18 日（火）～12月 25日（日） 

宿泊期間： 2022 年 11月 15 日（火）～12月 25日（日） 

内容： クリスマスバルーンセット、カチューシャ、HDMI ケーブル 

料金： 大人 2名様 1 室利用 1 室 36,047 円～ 

朝食： レストランにてヒルトンブレックファスト（ビュッフェ） 

※中学生以上のお子様は大人料金となります 

※表示料金には税金・サービス料・宿泊税が含まれております 

 

宿泊プラン詳細はこちらから  

https://www.hiltonodaiba.jp/plans/rooms/plan-cat/2022Christmas 

 

 

レインボークリスマス② 「ライブ演奏付きスペシャルディナーコース」 
期間： 2022 年 12月 23日（金）～25 日（日） 

場所： 2F「グリロジー バー＆グリル」 

時間： 17：00～19：00 / 19：30～21：30（2 部制） 

料金： 15,600 円 / 18,500円 ※24 日はグラスシャンパン付き 20,000円のみ 

メニュー： 黒毛和牛とアンコウ 野菜のグラッセとキャロットムースなど全 6 品 

ライブ演奏： ヴォーカル、キーボードもしくはギター 

※表示料金には税金・サービス料が含まれております 

 

 

 

 

 

 

 

 紗理（12 月 23 日） 寝占 友梨絵（12 月 25 日） 伊豆田 洋之（12 月 24 日） 

https://www.hiltonodaiba.jp/plans/rooms/plan-cat/2022Christmas


レインボークリスマス③ 日本料理「さくら」クリスマスコース 
期間： 2022 年 12月 23日（金）～25 日（日） 

場所： 3F 日本料理「さくら」 

時間： 17：00～21：30 

料金： 18,000円 

メニュー： 寒ブリや焼き霜河豚のお造りなど旬の食材を堪能する全 8品 

※表示料金には税金・サービス料が含まれております 

 

 

 

レストランのお問合せ・ご予約は TEL：03-5500-5580（レストラン総合案内） 10：00～20：00 

 

 

レインボークリスマス④ 「クリスマスコレクション 2022」 
予約期間： 2022 年 12月 15 日（木）まで 

※10月中にご予約をいただいたお客様には早期予約特典として 10%のご優待いたします。 

引き渡し期間： 2022年 12月 21日（水）～25 日（日） 

引き渡し場所： ヒルトン東京お台場 2F 

料金： プレミアム黒いちごのタルト 11,800 円、あまおうのタルト 8,250 円、ブーケ・ド・ノエル 9,000円 など 

ご予約： お電話【03-5500-5580（10：00～20：00）】または 

以下 WEBサイトよりお申し込みください。 

※「プレミアム黒いちごのタルト」は WEB予約限定となります 

WEB ページ、オンライン予約はこちら 

https://www.hiltonodaiba.jp/plans/restaurants/6546 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レインボークリスマス⑤ 「クリスマススペシャルパーティープラン」 

フィンランド料理をイメージした、北欧スタイルのビュッフェもしくはコースをお選びいただけます。 

映像演出と装飾、レインボーブリッジを一望できる景観でフェスティブシーズンのパーティーを演出いたします。 

 

期間： 2022 年 11月 15日（火）～12 月 31日（土） 

時間： 11：00～22：00（2時間制） 

場所： 3F 宴会場「ルミナス」 

人数： 20～100名様 

料金： 13,000円/13,500円（スパークリングワイン付） 

内容： コースまたはビュッフェ 

メニュー： ラムショルダーと根菜の煮込み、フィルダエッグ、 ミートボール マッシュルームクリームソース、 

 ニシンのマリネ ディルマヨネーズソース、フィンランド風ドーナッツ、デーツのケーキ など 

ご予約・お問合せ： 営業部 03-5500-5510（平日 9：00～17：30） 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hiltonodaiba.jp/plans/restaurants/6546


レインボークリスマス⑥ 「クリスマスマーケット」 
期間： 2022 年 12月 1 日（木）～25 日（日） 

場所： 2F ロビー 

時間： 10：00～20：00 

料金： スノードーム 7,700円～、ぬいぐるみ 3,300円～、 

 オーナメント 1,870円～、クリスマスカード 528円～ など 

※表示料金には税金が含まれております 

 

 

 

 

 

 

 

レインボークリスマス⑦ 「クリスマスワークショップ」 

日時： 2022年12月4日（日）・11日（日）・18日（日） 14：00～15：30 

場所： 宴会場 

料金： 2,500円 

定員： 各回10名様 

内容： サステナブルフラワーを使ったキャンドル、フラワーボックス作り体験 

※12月4日・18日がフラワーボックス、11日がキャンドル作り体験となります 

 

 

 

 

 

 

◎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 

 

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

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/ 

日本サステナブルフラワー協会 

通常は廃棄されてしまう婚礼や生花店の花を再利用=「re;bloom（リブル

ーム）」し、生まれ変わらせることを目的とした日本初の協会。フラワーロス

を防ぐことで地球上の廃棄量を減らし、携わる誰もが幸せになれるこの活

動にヒルトン東京お台場も賛同しています。 

PAPEL（パペル） 

2016年に銀座にオープンした PAPELは、遊びゴコロを忘れない、洗練

された大人のためのワンランク上のギフトのお店です。人それぞれの 

“こだわりを刺激する”厳選された商品を、アメリカ・ヨーロッパ各地から

直輸入したものを含め、国内外から取り揃えております。 

生産者の思いやこだわりが詰まった“ストーリー”のある商品を中心に、

思わず手に取ってしまいたくなるものがたくさんあります。 

https://www.hiltonodaiba.jp/news/detail/3597
https://www.hiltonodaiba.jp/
https://www.instagram.com/hilton_tokyo_odaiba/
https://www.facebook.com/hiltonodaiba
https://twitter.com/hiltonodaiba
https://hiltonhotels.jp/
https://itunes.apple.com/jp/app/hilton-honors/id635150066?mt=8
https://hiltonhotels.jp/hhonors
https://newsroom.hilton.com/hhr
https://www.facebook.com/Hilton/
http://www.twitter.com/HiltonHotels
http://www.instagram.com/hiltonhotels/


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：約 2,235 名 

（2022年 9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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