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【ヒルトン東京お台場】 

Free! FS X ヒルトン東京お台場 

『劇場版 Free!-the Final Stroke-』公開を記念した 

スペシャルコース＆デザートビュッフェ！  

 

期間限定開催：2022 年 5 月 12 日(木)から 7 月 15 日（金）まで 

 

 
 

【2022 年 4 月 13 日】ヒルトン東京お台場（東京都港区台場）では、2022 年 5 月 12 日(木)より 2F レストラン「グリロジー 

バー＆グリル」で「Free!-the Final Stroke-“Good Luck on your journey” Special course & dessert buffet」を開催いた

します。 

『劇場版 Free!-the Final Stroke-』の公開を記念し、センスが光るセミフォーマルなドレスアップをしてパーティーが行われる

ような雰囲気の中、ヒルトン東京お台場で遙や仲間たちと一緒に新たな旅立ちの門出をお祝いしよう、という想いを込めて、

『Free!』シリーズをイメージしたスペシャルコースとビュッフェを展開します。 

期間中、前半と後半ではキャラクターが一部変わり、デザートビュッフェのメニューも変更されます。また、キャラクターをイメージ

したカクテルも追加でご注文が可能です。 

今回のスペシャルイベントに合わせ、オリジナルグッズも販売いたします。 

 

 



 

◆「劇場版 Free!–the Final Stroke–」とは 

2013 年 7 月に放送を開始した TV アニメ「Free!」から始まる人気シリーズ。 

続編「Free!-Eternal Summer-」（2014 年 7 月放送）に続き、 

主人公・七瀬 遙（ななせはるか）の中学生時代を描く 

「映画ハイ☆スピード!-Free! Starting Days-」（2015 年 12 月公開）が劇場公開。 

2017 年には 2 本の劇場版「劇場版 Free!-Timeless Medley-絆・約束」と、 

短編エピソード「特別版 Free!-Take Your Marks-」が公開された。 

 

水と泳ぐことに特別な思いを持つ七瀬 遙が水泳を通して仲間たちとかけがえのない絆を結び、 

幼少期から中学生、高校生、大学生へと成長していく中で様々な思いや葛藤を乗り越えていく。 

2018 年には待望の TV アニメ第 3 期「Free!-Dive to the Future-」の放送を経て、 

翌年には再構築版の「劇場版 Free!-Road to the World-夢」を公開。 

大学生となった遙たちが競泳選手として世界に向けて『夢』を掴みに行く姿が描かれた。 

 

2021 年 9 月には「劇場版 Free!–the Final Stroke–」前編が公開。 

遙はついに世界最高の舞台で“王者”に挑む。 

 

「劇場版 Free!–the Final Stroke–」後編 

2022 年 4 月 22 日 FRI ROADSHOW 

 

 

■メニューご紹介（全 10 品） 

 

◎前半お料理（3 品） 

・鯖とバジルトマトのキッシュ 

・カリフラワーパンナコッタとグリーンピースのブルーテ、タピオカあごだしゼリー  

・アスパラガスのメドレー 海老のバタフライ帆立貝のパンシアード 金箔を添えて 

◎前半スイーツビュッフェ（7 品） 

・桜舞いおちる思い出のプールで～桜風味のホワイトチョコムース～ 

・Anniversary cookie～For the Team～※ 

・七瀬 遙 パンナコッタ、ブルーキュラソーのジュレ、レモンのジュレ、マンゴー※ 

・松岡 凛 赤いフルーツのマリネ、マスカルポーネクリーム※ 

・橘 真琴 ほうじ茶のブランマンジェ、抹茶寒天、あんこ 

・葉月 渚＆竜ケ崎 怜 ブルーベリーカップケーキレモンジャム、フレッシュブルーベリー 

・桐嶋 夏也＆芹沢 尚 アーモンドタルト、マンゴームース、水色のショコラ飾り、アラザン 

※前半、後半共通メニュー 

 

 

 

 

 

前半メニュー（全体イメージ） 

スペシャルコースとデザートビュッフェ 

スペシャルコース 

（左）アスパラガスのメドレー 海老のバタフラ

イ帆立貝のパンシアード 金箔を添えて 

（中）カリフラワーパンナコッタとグリーンピースの

ブルーテ、タピオカあごだしゼリー 

（右）鯖とバジルトマトのキッシュ 

前半アントルメ 

桜舞いおちる思い出のプールで 

～桜風味のホワイトチョコムース～ 



 

◎後半お料理（3 品） 

前半、後半共通メニュー 

◎後半スイーツビュッフェ（7 品） 

・始まりと旅立ちの海で～深青のグラサージュ仕上げココナッツムース～ 

・Anniversary cookie～For the Team～※ 

・七瀬 遙 パンナコッタ、ブルーキュラソーのジュレ、レモンのジュレ、マンゴー※ 

・松岡 凛 赤いフルーツのマリネ、マスカルポーネクリーム※ 

・桐嶋 郁弥 ダマンドピスターシュのタルトにグリオットムース 

・山崎 宗介 タルトショコラ、ピスターシュシャンティ 

・椎名 旭＆遠野 日和 タルトレットショコラ、オレンジクリーム＆コンポート、シャンティ、ライムゼスト  

※は前半、後半共通メニュー 

 

 

 

七瀬 遙 

パンナコッタ、ブルーキュラソーのジュレ、 

レモンのジュレ、マンゴー 

 

Anniversary cookie 

～For the Team～ 
松岡 凛 

赤いフルーツのマリネ、マスカルポーネクリーム 

 

橘 真琴 

ほうじ茶のブランマンジェ、抹茶寒天、あんこ 

桐嶋 夏也＆芹沢 尚 

アーモンドタルト、マンゴームース、 

水色のショコラ飾り、アラザン 

 

葉月 渚＆竜ヶ崎 怜 

ブルーベリーカップケーキレモンジャム、 

フレッシュブルーベリー 

後半メニュー（全体イメージ） 

スペシャルコースとデザートビュッフェ 

後半アントルメ 

始まりと旅立ちの海で  

～深青のグラサージュ仕上げココナッツムース～ 



 

※デザートビュッフェを除くお料理に関して食物アレルギーのあるお客様は、事前にお問合せください 

 

■開催概要 

●期間：2022 年 5 月 12 日(木)～7 月 15 日(金) 

【前半：5 月 12 日(木)～6 月 12 日(日)】 

先行抽選：2022 年 4 月 13 日(水)18:00～4 月 18 日(月)23:59  

一般先着：2022 年 4 月 30 日(土)12:00～5 月 8 日(日)23:59 

【後半：6 月 13 日(月)～7 月 15 日(金)】 

先行抽選：2022 年 5 月 17 日(火)18:00～5 月 22 日(日)23:59 

一般先着：2022 年 6 月 3 日(金)12:00～6 月 9 日(木)23:59 

●時間：（1）11:30～13:30 （2）14:00～16:00 （3）17:00～19:00  

●料金：お一人様 8,500 円 

●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 

※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 

 

詳しくはこちらから 

＜公式サイト＞https://odaiba.site/ 

＜公式 Twitter＞ ＠Free_hl_bf 

 

■ドリンクメニューご紹介 

描き下ろしメンバー5 人に合わせたノンアルコールのカクテルです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

桐嶋 郁弥 

ダマンドピスターシュのタルトにグリオットムース 
山崎 宗介 

タルトショコラ、ピスターシュシャンティ 

 

椎名 旭＆遠野 日和 

タルトレットショコラ、 

オレンジクリーム＆コンポート、 

シャンティ、ライムゼスト 

Haruka 

1,400 円 

清涼感のある炭酸とレモ

ンの爽やかな香り 

・ブルーキュラソーシロップ 

・パッションフルーツシロップ 

・トニックウォーター 

・ショウガペースト 

Rin 

1,400 円 

ドライな口当たりとスパ

イスの魅惑な香り 

・トマトシロップ 

・クランベリージュース 

・ライムジュース 

・胡椒 

・ピンクペッパー 

・八角 

 

Ikuya 

1,400 円 

フルーツにアイスティー

が密やかに香る繊細さ 

・バタフライピーシロップ 

・くりシロップ 

・グレープジュース 

・アイスティー 

 

Sosuke 

1,400 円 

炭酸の刺激とマイルド

な甘さのギャップ 

・メロンシロップ 

・ジンジャーエール 

・ココナッツシロップ 

 

Makoto 

1,400 円 

チョコが香るミルキー

でやさしい甘さ 

・青りんごシロップ 

・ミルク&クリーム 

・パイナップルジュース 

・チョコレートソース 

 



※内容は変更になる場合がございます 

※表示料金には、税金・サービス料が含まれております 

※食材の変更は承っておりません。予めご了承ください 
※ドリンクメニューをご注文ごとにオリジナルクリアコースター（全 5 種）をプレゼントいたします。ご注文いただいたドリンクと同じ

メンバーのコースターを 1 枚プレゼントいたします。前半・後半でデザインが異なりますので、後日ツイッターよりご案内いたしま

す 

 

■グッズのご紹介 

オリジナルグッズは、会場とオンラインショップで販売いたします。 

期間中のご来店が難しい方や買い足しグッズがある方など、オンラインショップをぜひご活用ください。 

※後日【＠Free_hl_bf】ツイッターアカウントより詳細をご案内します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※商品の価格・内容は変更になる場合がございます 

※表示料金には税金が含まれております 

※在庫状況により、一部取扱いがない商品がある場合もございます 

A4 クリアファイル（ランダム 6 種） 

550 円 
アクリルカード（ランダム 5 種） 

770 円 

ポストカード（全 5 種） 

385 円 

フィルムマスキングテープ 

880 円 

ミニスカーフ（全 5 種） 

1,815 円 

布製ランチョンマット 

1,540 円 

ホテルドアプレート（全 5 種） 

1,100 円 

タペストリー 

3,630 円 

チャーム付きマドラー（全 5 種） 

990 円 



※商品画像はイメージです 

■ご来館特典 

ご利用の方へオリジナルリーフレット（全 1 種）を１枚プレゼントいたします。 

■店内 BGM  

今回のコラボレーションにあわせて、音楽・加藤達也氏にセレクトいただいた楽曲を会場 BGM として使用します。 

ヒルトン東京お台場からお届けする『Free!』シリーズの世界観を、是非お楽しみください。 

 

 
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。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、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（www.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/ 

 

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 2,021 名 

（2022 年 3 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） 
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