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Oriental Hotel Hiroshima Information

PRESS RELEASE
オリエンタルホテル広島　プレスリリース　
〒730-0026　広島市中区田中町6-10

マーケティングコミュニケーション ＴＥＬ：082-240-9462（直）

https://www.oriental-hiroshima.com

　　

オリエンタルホテル広島　マーケティングコミュニケーション　 TEL:082-240-9462 (直）　FAX:082-240-9460

山根 春菜　  E-mail:haruna.yamane@oriental-hiroshima.com

        

本リリースに関するお問合せ先

※画像のデータをお送りいたします。上記電話番号またはメールアドレスまでご連絡ください。

オリエンタルホテル広島（所在地：広島県広島市中区田中町6-10　総支配人：引原史博）は、2019年クリス

マスの特別企画として、期間限定で館内4レストランにてクリスマスディナーをご提供する他、2種のクリスマス

ケーキや特別宿泊プランなど、7つのスペシャル企画をご用意いたします。

2019年のクリスマスのテーマは「Illuminating Glow（イルミネイティング・グロウ）」。きらめく街並みの輝きに、大

切な人と共に過ごす時間に思いをはせるホリデーシーズン。しんと澄んだ冬の夜に笑顔を灯すような、心あた

たまるクリスマス企画をお届けします。クリスマスの思い出をいっそう特別に彩るひとときを、オリエンタルホテ

ル広島でお過ごしください。

ムーングロー クリスマスディナーブッフェ

■時　間：18：00～20：30

■期　間：2019年12月24日（火） ※要予約　

■料　金： 大人 6,500円 / 子供 3,500円 ＊3歳以下無料 ＊税・サービス料込　

23F ムーングロー 「クリスマスディナーブッフェ」 [1夜限定]

オリエンタルホテル広島のクリスマス 2019

1. 地 上 1 0 0 m の 夜 景 き ら め く ┃23F ムーングロー 「クリスマスディナーブッフェ」

2. “東京フレンチ”で洗練の時間┃1F フレンチレストラン OZAWA 「クリスマスディナー＆ランチ」

3. イブの日はスペシャルライブも┃1F レストラン＆バー ニューヨークカフェ 「クリスマスディナーブッフェ＆ランチ」

4. 和の会席と夜景が彩る聖夜┃22F 日本料理 みつき 「クリスマス会席」

5. ホテルパティシエが贈るケーキ┃オリエンタルホテル広島のクリスマスケーキ 2019

6. 平和大通りを彩る光をグラスに┃ドリミネーションカクテル 2019

7. 1輪の薔薇をシックに添えて┃クリスマス限定 ステイプラン

INDEX┃オリエンタルホテル広島のクリスマス 2019

１

お子様へのプレゼント　イメージ

地上100mからの夜景

クリスマス・イブの1夜だけ、夜景きらめくホテル最上階のバンケットに、ご家族

や大切な方と楽しく過ごす聖夜のためのクリスマスブッフェが登場。ツリーが映

える白の空間には、色鮮やかな料理がずらりと並びます。大きなチーズの器の

中で作るカルボナーラや、目の前でシェフが炙る国産牛ロース肉のスペシャル

メニューはもちろん、お子様が大好きなハンバーグや海老フライもご用意。お

子様には、ホテルから真っ赤なサンタブーツ入りのお菓子をプレゼント。

■MENU：★国産牛ロース肉 アンデス産岩塩炙り焼き
★チーズの器で作るペンネのカルボナーラ
クリスマス風オードブル / スモークサーモンと香草野菜のガトー リース風
焼き蟹 / イベリコ豚のレバーコンフィーとクロワッサンのブルスケッタ
サーモンとホーレン草のラビコット / ローストチキン クランベリー添え
煮込みハンバーグ / 海老フライとフライドポテト / ノエルデザート　ほか

宴会予約 TEL. 082-240-5111（直）ご予約・お問合せ：■
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クリスマスディナーコース イメージ

OZAWA店内

■期　間：2019年12月23日（月）～25日（水） ※要予約　

■期　間：2019年12月23日（月）～25日（水） ※要予約　

料　金：■ ランチ　10,000円 / ディナー　18,000円 ＊税・サービス料込　

1F フレンチレストラン OZAWA　「クリスマスディナー＆ランチ」２

身体の内側に響いてくる繊細な味わいが、大切な方とのひとときを特別なも

のに仕上げてくれる、OZAWAのクリスマス。フレンチコースと心あたたまるお

もてなしで、気持ちも華やぐ聖夜をお届けします。

■MENU：[ ランチ ]　※ランチは通常のメニューもございます

アミューズ / オードヴル / お魚料理 / お肉料理 / デザート / コーヒー

[ ディナー]
最初のひとくちオードヴル / あわびのサラダ キャヴィア添え 肝のムースと一緒に
オマール海老の茶碗蒸し または 季節のお魚料理 シェフスタイルで
イタリア産乳飲み仔牛のロースト フォアグラ添え ロッシーニ風 黒トリュフの香る ソースペリグー
黒トリュフのクレームグラッセ / ホワイトチョコレートのセミフレッド ローズコンフィと赤果実のサラダ / コーヒー

OZAWA TEL. 082-240-5553（直）ご予約・お問合せ：■

時　間：ランチ　　　12：00～15：00 (14：00L.O)

ディナー　  24日のみ2部制 18：00～ / 20：30～　　

■

＊23日・25日のディナーはお好きな時間にご予約いただけます（17:30～20:00L.O）

時　間：ランチ　　　11：30～15：00

ディナー　  24日のみ2部制 18：00～ / 20：30～　　

■

＊23日・25日のディナーはお好きな時間にご予約いただけます（18:00～22:00L.O)

クリスマスディナーブッフェ 料理イメージ

ニューヨークカフェ店内

1F ニューヨークカフェ 「クリスマスディナーブッフェ＆ランチ」３

気軽なブッフェスタイルでお届けするニューヨークカフェのクリスマス。目の前で切り分

けられるあたたかい国産牛のローストビーフやクリスマスらしい彩りのブッフェ料理に、思

わず乾杯したくなるはず。クリスマス・イブには特別にスペシャルライブも開催します。

ニューヨークカフェ TEL. 082-240-5567（直）ご予約・お問合せ：■

[ ランチブッフェ ]

クリスマス風オードブル / メイン / サラダ / スープ / パン / ノエルデザート

[ ディナーブッフェ]
国産牛のホットローストビーフ / クリスマス風オードブル / シャンピニオンスープ
チェダーチーズハンバーグ / パンチェッタのカルボナーラ / 牛肉のストロガノフ
ビーフシチュー / ノエルデザート / フルーツ / パン / コーヒー ほか

■MENU：

■Xmas Special LIVE：12月24日　18:30～ / 21:00～　
　　　　　　　　　　　　　ディナーとともに生演奏をお楽しみいただけます

料　金：■ ランチ　3,000円 / ディナー　7,000円 

＊子ども料金あり ＊税・サービス料込　
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料理イメージ

夜景を楽しむ窓際席　イメージ

22F 日本料理 みつき「クリスマス会席」 [１日5組限定・窓際指定可]４

夜景の見える窓辺で愉しむ、和のスタイルで過ごすクリスマス。22階から

の夜景がぐっと大人の雰囲気を引き立てる中で運ばれてくるのは、一品ひ

と品料理長が趣向を凝らしたクリスマスのための和会席。ファーストドリンク

には、聖夜の乾杯にふさわしい獺祭スパークリングをグラスでプレゼント。

■MENU：聖夜の前菜7種盛合せ / 甘鯛と名残り松茸の土瓶蒸し

お造り / イセエビ豆乳味噌グラタン / 鱈の蕪蒸し

牛ヒレの網焼き / 粟麩田楽の串揚げ・カマンベールの変り揚げ

海老のアーモンド揚げ・帆立天婦羅 / ふぐの握り鮨

ホテル特製クリスマスケーキ / 珈琲

日本料理 みつき TEL. 082-240-5552（直）ご予約・お問合せ：■

時　間：17：30～22：00 (21：00 L.O)■

料　金：■ 12,000円 ＊1日5組限定、窓際指定承ります　＊税・サービス料込

■特　典： 「獺祭スパークリング」 グラス1杯プレゼント

■期　間：2019年12月23日（月）～25日（水） ※要予約　

上：ショコラ・テ・ベルテ / 下：ガト―・ドゥ・サパン

■予約受付期間：2019年11月1日（金）～12月20日（金）17：00まで
　　　　　　　　　   ＊11月30日までのご予約で10％OFF

2019年12月22日（日）～12月25日（水）10：00～20：00■お渡し期間：

1F ニューヨークカフェ■お渡し場所：

お渡し時に現金 もしくは クレジットカードによる精算■お支払い方法：

■販売価格：ガトー・ドゥ・サパン  スタンダードサイズ　　…　4,800円

　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　 スモールサイズ 　   …  4,200円
　　　　　　　　　　 （スタンダード：直径18cm×高さ8cm/スモール：直径15cm×高さ8cm）

　　　　　　　　　　　　　　　　　                     

　　　　　　　ショコラ・テ・ベルテ　　　　             …  4,600円
　　　　　　　　　　 （横8cm×長さ22cm×高さ9cm）

クリスマスケーキ 予約販売 [数量限定]５

ホテルパティシエによるクリスマスケーキを、今年も数量限定で販売いたします。

雪のようなくちどけのクリームで描いたツリーにアラザンで煌めく星を散りばめたショート

ケーキ「Gateau de sapin ガトー・ドゥ・サパン -もみの木のケーキ-」、聖夜のときめき

をマカロンやベリーに込めて、宝石のように飾った「Chocola the vert ショコラ・テ・ベ

ルテ -チョコレートと抹茶のケーキ-」の2種から、お好みに合わせてお選びください。

ニューヨークカフェ TEL. 082-240-5567（直） 受付時間 10：00～20：00 *WEB予約ありご予約・お問合せ：■
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ドリミネーションカクテル 2019

2019年11月15日（金）～2020年1月3日（金）　■期　間：

ドリミネーションカクテル 2019 [期間限定]6

ホテル前の平和大通りを中心に、華やかなイルミネーションが灯る｢ひろしまドリミ

ネーション2019｣開催期間中にだけ、バーテンダーが特別なカクテルをお作りしま

す。色とりどりにきらめく光をイメージした、プレミアムウォッカとパイナップルをとじこ

めたシャーベットがグラスの中できらめくカクテルをお愉しみください。

時　間：バータイム 21：00～24：00（23：00 L.O)■

場　所： 1F レストラン＆バー ニューヨークカフェ■

料　金：■ 1,500円 ＊税・サービス料込　

ニューヨークカフェ TEL. 082-240-5567（直）ご予約・お問合せ：■

※ひろしまドリミネーション

広島の冬の風物詩であるライトアップを、平和大通りを中心に商店街や商業施設など市内中心部一帯で展開。「ひろしまライトアップ事業実行委員会」

の主催で、地元の新聞社やテレビ局が後援し2002年より毎年開催。今年で18回目を迎える。

■開催期間 2019年11月15日（金）～2020年1月3日（金）　■点灯時間 17：30～22：30　■http://www.dreamination.com/

スイートルームイメージ

1輪の赤い薔薇（専用BOX入り）

クリスマス限定 ステイプラン [特典付]7

ジル・スチュアートバスタイムセット

この時季限定で、クリスマスならではの宿泊プランを販売いたします。

それぞれ特典として、クリスマスの夜にふさわしく、シックな専用BOX入りの

赤い薔薇を一輪と、甘やかに香るジル・スチュアートのアメニティをプレゼント。

宿泊予約 TEL. 082-240-7122（直）ご予約・お問合せ：■

1日1室限定でご用意するスイートルームは、ツリーやガーラントでデコレー

ションした、クリスマスムードを感じるおふたりのための一室。窓の外に瞬く夜

景が、特別なひとときにきらめきを添えます。

◇スイートクリスマスルームプラン[１日１室限定]

■期　間： 2019年12月1日（日）～2019年12月25日（水）

■特　典： 1輪の薔薇とジル・スチュアートバスタイムセット（1室1セット）

■料　金： スイートルーム 2名1室　 30,000円～ ＊税・サービス料込

◇クリスマス特典付ステイプラン

■期　間： 2019年12月1日（日）～2019年12月25日（水）

■特　典： 1輪の薔薇とジル・スチュアートバスタイムセット（1室1セット）

■料　金： セミダブル 2名1室　 10,000円～ ＊税・サービス料込
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オリエンタルホテル広島は、株式会社ホテルマネージメントジャパンのグループホテルです。

★ 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20ホテル、5,951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」、「マリオット」、「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：20 ／ グループホテル総客室数：5,951室 ／ グループホテル総従業員数：約2,600名

※ 国内20 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 東京銀座（東京都中央区/ 103室）、オリエンタルホテル京都 ギャラリー

（京都府東山区/ 150室）、オリエンタルホテル京都 六条*2019年11月開業予定（京都府下京区/ 166室）、ホテル日航奈良

（奈良県奈良市/ 330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）、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）、 オリエンタルスイーツ エアポート 大阪りんくう

*2019年12月開業予定（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/ 319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）、沖縄ハーバービューホテル（沖縄県那覇市/ 352室）、ホテル日航アリビラ（沖縄県読谷村/ 

397室）、オキナワ マリオット リゾート ＆ スパ（沖縄県名護市/ 361室）


