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ヒルトン東京お台場 
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馬場・薄井・遠藤 
TEL: 03-5500-5509 

Email: marketing@hilton-odaiba.com 

 

【ヒルトン東京お台場】 

お台場にサンタクロース出現！?  

クリスマスにはサンタがプレゼントをお部屋へデリバリー 

 

1 日 5 室限定「ヒルトンサンタプレゼントデリバリー」宿泊プラン 

 2021 年 10 月 14 日（木）より受付開始！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2021 年 10 月 14 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、外国人サンタクロースが 

お部屋へプレゼントをお届けする「ヒルトンサンタデリバリー」宿泊プランの受付を 2021 年 10 月 14 日よりスタートします。 

1 日 5 室限定のプランはクリスマスの 12 月 24 日、25 日の 2 日間だけの宿泊プランです。 

スタンダードルームからスイートルームまでタイプ別にお部屋をご用意していますのでお好みのお部屋でクリスマスの夜をお過ご

しください。 

 

■「ヒルトンサンタデリバリー」宿泊プランについて 

「ヒルトンサンタデリバリー」宿泊プランはお客様が事前にご用意いただいたプレゼントをホテルへ郵送していただき、ご宿泊当

日に外国人サンタクロースがお部屋へお届けします。お子様やお孫様、大事な方がサンタクロースからプレゼントを受け取る

サプライズを一生の思い出に残すことができます。ご家族やご友人同士、カップルへ向けたクリスマスだけのハートウォーミング



なプランはまたとない思い出になりそうです。また、お子様限定オプションとしてサンタへ欲しいプレゼントを記入した手紙を書い

てホテルへお送りいただくと、ご宿泊日にお預かりしたプレゼントと一緒にお部屋へお届けします。 

 

■サンタクロースのお部屋訪問について 

予めお選びいただいた時間帯にサンタロースがプレゼントを持ってお部屋へ訪問します。プレゼントを受け取った後はご家族、

カップルなどで写真を撮りながら思い出に残る夜をお過ごしください。 

 

※サンタクロースはワクチン接種を行っており、感染対策を十分に整えてお部屋へ訪問させていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

■「ヒルトンサンタデリバリー」宿泊プラン概要 

●販売期間： 

予約期間 2021 年 10 月 14 日（木）～2021 年 11 月 30 日（火） 

宿泊期間 2021 年 12 月 24 日（金）・12 月 25 日（土） 各日 1 日 5 室限定 

 

●プラン内容：  

➀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へデリバリーサービス 

➁ミニクリスマスツリーとオーナメントをお部屋にご用意しております。お部屋でツリーを綺麗に飾り付けてください  

➂ディナーにはクリスマスプレートとドリンク、クリスマスケーキをルームサービス※1 

➃ヒルトン東京お台場メモリアルオーナメントをプレゼント※2 

➄約 90 種の中からお選びいただけるレストランでの朝食ビュッフェ 

 

●料金：大人 2 名様 1 室利用 1 室 100，000 円～        

※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：➀18:30～➁18：55～➂19：20～➃19：45～➄20：10～  

※状況により時間が前後する場合がございます 

■「ヒルトンサンタデリバリー」宿泊プランのお部屋について 

サイズ別にバラエティ豊かなお部屋をご用意しておりますのでお好みのお部屋タイプをお選びください 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

フロンティアジャパン株式会社について 

フロンティアジャパン株式会社（代表取締役:額賀泰尾）は「森に光を注ぎ 未来を創る」国産材を使ったモノづくりと日本各地の森作りに

よって、企業や自治体のプロモーションを支援する会社です。 日本全国の山や森で密集化し環境問題になっている間伐材に着目し、

様々な活用法を提案しています。当社は最後の資源とも言われる「木」の活用を考え、企業の CSR を通じてもっと社会が環境について

考える、環境にやさしい循環型の社会構築を目指しています。 

 

詳しくはこちらから https://www.hiltonodaiba.jp/plans/rooms/6323 

 

お問合せ・ご予約は TEL：03-5500-5500（ホテル代表） 

 

安心してホテルをご利用いただくために導入している新たな衛生基準「ヒルトン・クリーンステイ」の詳細はこちらから  

■ルームサービスのクリスマスディナープレートメニュー ※1 

・シュリンプカクテル 

・シーザーサラダ  

ロブスターのグリル、生ハム、ポーチドエッグ、クルトン、グラナパダーノ 

・フィンランド風ミートボール 

・フライドチキン＆ワッフルポテト 

・リコッタチーズとほうれん草のラビオリ ボロネーズソース 

・クリスマスケーキ 

■ヒルトン東京お台場メモリアルオーナメント ※2 

 

宮城・南三陸町の支援事業としてフロンティアジャパンが現地に工場

を設立し、現地の植樹活動、就業支援を行っており、地元工場の

方が一つずつ丁寧に手作りしてくれたオリジナルのオーナメントです。

是非ご家庭のクリスマスツリーに飾ってください。 

 

スーペリアデラックスルーム 

レインボーブリッジが見える 40 平米 

 

ファミリールーム 

ご家族やグループでのご利用に

最適な 80 平米 

テラス付スイートルーム 

屋外テラスにジェットバスを備えた

66 平米～200 平米 



https://www.hilton.com/ja/corporate/cleanstay/  

 

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 


