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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 

馬場・薄井・遠藤 
TEL: 03-5500-5509 

Email: marketing@hilton-odaiba.com 

 

【ヒルトン東京お台場】 

クリスマスには“ハートウォーミング”な場所で 

「ハートウォーミング♥ストロベリーデザートビュッフェ」 

 

ランチ&ディナービュッフェも同時開催 

 2021 年 11 月１日（月）よりスタート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2021 年 10 月 15 日】ヒルトン東京お台場（東京都港区台場/総支配人：棚町 誠二）では、2021 年 11 月 1 日（月）よ

り一年の締めくくりに「ハートウォーミング♥ビュッフェ」を 2F「シースケープ テラス・ダイニング」で開催します。 

2021 年はコロナに始まり、コロナで終わろうとしています。出かけたいけれど、出かけることが叶わなかった 2021 年の締めくくり

は家族、親しい友人と一緒に過ごす、心温まる場所としてヒルトン東京お台場でクリスマスビュッフェをお楽しみください。 

ランチ、ディナービュッフェでは、シェフたちからのクリスマスメッセージを思わせるお料理、デザートビュッフェでは、シーズンに先駆

け苺をたっぷり使ったデザートをご用意しています。 

 

■「ハートウォーミング♥ビュッフェ」について 

ヒルトン東京お台場は館内のクリスマスデコレーションを 11 月中旬よりスタートします。ロビーには、6m の大きなクリスマスツリ

ーに素朴な木材を使用した“モミの木”、“クリスマスベル”をかたどったオーナメントをところどころに入れてツリーを彩り、大階段

には、キャンドルを随所に灯します。ビュッフェが開催される「シースケープ テラス・ダイニング」では店内をマントルピースやナチ

ュラルな素材で飾り、どこか懐かしい、温かみある雰囲気でお客様をお迎えします。ゆっくりと流れる時間をお楽しみください。 



■「ハートウォーミング♥ストロベリーデザートビュッフェ」について 

お席に着いたら「ストロベリーツリーパフェ」 を最初の一皿としてテーブルまでスタッフがお持ちします。グラスの中にはクリスマスツ

リーに見立てたホワイトチョコレートでコーティングされたコーンに、カラフルなアラザンをトッピング、トップに星を飾りパフェ風に仕

立てています。パイ生地でカスタードクリームをサンドした甘みと、苺の果肉の瑞々しい甘さと酸味が織りなす贅沢な「ストロベ

リーパイ」、ロールケーキの上に苺をのせキャンドル風にした「ロールケーキキャンドル」、プレッツェル、チュロス、ドーナツを吊り下

げ見た目に楽しい、「ドーナツウォール」が 11 月から新たにお目見えです。デザートは全 22 種ご用意しております。 

 

■「ハートウォーミング♥ストロベリーデザートビュッフェ」メニューご紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■セイボリーメニューご紹介 

スープ、フィンガーサンドイッチ、オマール海老とシュリンプのマックアンドチーズ、チリとトルティーヤチップ、ゴーフレットポテト、 

シースケープカレーとご飯、シェフサラダの全 7 品です。遅めのランチとしてもお楽しみいただけます。  

 

■「ハートウォーミング♥ストロベリーデザートビュッフェ」概要 

●期間：2021 年 11 月 1 日（月）～2022 年 1 月 10 日（月） 

ドーナツウォール 

 

縦 75 ㌢、横 80 ㌢、奥行 15 ㌢のドーナツウォール

に縦横 6 列ずつドーナツをディスプレイしています。 

 

【ドーナツ】 

・プレッツェル 

・チュロス 

・モーンデニッシュツリー型 

・ドーナツ 

・焼きドーナツ 

 

最初の一皿 

ストロベリーツリーパフェ 

 

ロールケーキキャンドル 

 

クグロフリース仕立て 

ストロベリーパイ 

 

ストロベリータルト 

オペラショコラフレーズ 



※フェスティブ期間：12 月 23 日（木）～12 月 25 日（土）/12 月 31 日（金）～1 月 3 日（月）は料金、メニュー、ご予約時

間が一部変更になります 
 

●場所：ヒルトン東京お台場 2F「シースケープ テラス・ダイニング」 

●時間：  

14：45～16：15（平日） 

➀14：45～16：15 ➁16：30～18：00 （土・日・祝日） 

●料金： 

大人 5,350 円/お子様 3,200 円（全日） 

※フェスティブ期間【12 月 23 日～25 日/12 月 31 日～1 月 3 日】は除外とさせていただきます 

※お子様は小学生までとなります ※未就学児は無料です 

※表示料金には税金・サービス料が含まれております 
 

「ハートウォーミング♥ストロベリーデザートビュッフェ」について詳しくはこちらから： 

https://www.hiltonodaiba.jp/plans/restaurants/6324 

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 

 

【同時開催】 

■「ハートウォーミング♥ランチ＆ディナービュッフェ」 

キャンドルの温かい灯りにやわらかく浮かぶメニューは、クリスマスリースを思わせる「チェリートマトカプレーゼ」、ロブスターを贅沢

に使った「オマール海老とシュリンプのマックアンドチーズ」など30数種。シェフのライブキッチン“Hot Station”では目の前でロー

ストビーフをサイコロにカットします。ボリューム感たっぷりでおすすめの一品です。フジリパスタ ズワイガニのクリームソースなどク

リスマスならではの豪華な食材を使用した料理をご家族、ご友人とお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「ハートウォーング♥ランチ＆ディナービュッフェ」メニューご紹介 

※メニュー詳細は HP をご覧ください 
 

チェリートマトカプレーゼ 
左から南瓜のヴィシソワーズ、 

スタッフドエッグ、ポテトミモザサラダ 
ローストビーフ 



■「ハートウォーミング♥ランチ＆ディナービュッフェ」概要 
 
●期間：2021 年 11 月 1 日（月）～2022 年 1 月 10 日（月） 

※フェスティブ期間：12 月 23 日（木）～12 月 25 日（土）/12 月 31 日（金）～1 月 3 日（月）は料金、メニュー、ご予約時

間が一部変更になります 

●場所：ヒルトン東京お台場 2F「シースケープ テラス・ダイニング」 

 

●時間： 

【ランチビュッフェ】 

➀11：00～12：30 ➁12:45～14:15 

【ディナービュッフェ】 

➀17:00～18：30 ➁19:00～20：30（平日） 

➀18：30～20：00（90 分）➁20：15～21：00（45 分）（土・日・祝日） 
 
●料金： 

【ランチビュッフェ】 

大人 5,200 円/お子様 3,100 円（平日） 

大人 6,500 円/お子様 3,900 円（土・日・祝日） 

 

【ディナービュッフェ】 

大人 7,000 円/お子様 4,200 円（平日） 

大人 7,500 円/お子様 4,500 円（土・日・祝日） 

 

➁20：15～21：00（45 分）は特別料金となります。 

大人 3,750 円/お子様 2,250 円 
 
※フェスティブ期間【12 月 23 日～25 日/12 月 31 日～1 月 3 日】は除外とさせていただきます 

※お子様は小学生までとなります ※未就学児は無料です 

※表示料金には税金・サービス料が含まれております 
 

「ハートウォーミング♥ランチ＆ディナービュッフェ」について詳しくはこちらから： 

https://www.hiltonodaiba.jp/plans/restaurants/6326 

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 
 
「ハートウォーミング ビュッフェ」はヒルトンのゲスト・ロイヤルティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ」のダイニング特典「Like a Member」をご利用い

ただけます。ホテルに宿泊をしないヒルトン・オナーズ会員の皆様も利用することができる本特典には、ヒルトンがアジア太平洋地域で運営す

るレストランやバーでのボーナス・ポイント付与や、最大25%の割引が含まれます。特典の詳細はこちらをご参照ください。この機会にぜひ「ヒ

ルトン・オナーズ」にご登録いただき、特典をご利用ください。※クリスマス期間、年末年始は割引対象外とさせていただきます 

 

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 575 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/Hilton/, 

www.twitter.com/HiltonHotels, 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 2,010 名 

（2021 年 10 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先】 

HMJ 広報事務局（㈱イニシャル内） 担当：小川・月代・岸本・宮田 

 

E-MAIL：hmj@vectorinc.co.jp TEL：03-6821-5730 FAX：03-5572-6065 


