報道関係各位
2018 年 10 月吉日
神戸メリケンパークオリエンタルホテル

ホテルで過ごす特別なクリスマスを

2018 年クリスマス特別プランを販売
～クリスマス限定プランやレストランメニューの数々～
神戸メリケンパークオリエンタルホテル（所在地：兵庫県神戸市中央区／総支配人：荒木潤一）では、クリ
スマス期間をホテルでゆったりとお過ごしいただけるよう、クリスマス限定の宿泊プランの販売や、館内の
レストランにて特別メニューをご用意いたします。ホテルにお越しの方にクリスマスをもっと楽しんでいた
だけるよう、館内の各所にもクリスマスツリーを配置し、特別なひとときを演出いたします。

ロビークリスマスツリー装飾イメージ

＜ クリスマス装飾について ＞
ホテル各所に、クリスマスツリーが登場いたします。ロビー中央には高さ約 4m の黒をベースにしたシッ
クな色合いのツリーを設置。ゴールドやグリーンを基調としたオーナメントを飾り付けた、大人っぽく、
スタイリッシュなツリーがお客様をお迎えいたします。また、シャンパンゴールドカラーの LED 電球約
5,000 球が、あたたかなきらめきを放ち、クリスマスを盛り上げます。
場所：3F ロビー 中央アトリウム部分
期間：2018 年 11 月 1 日（木）～2018 年 12 月 25 日（火）※12 月 25 日は 22：00 まで点灯
イルミネーション点灯時間： 6：00～23：00

＜ クリスマス宿泊プラン ＞
１．1 日 2 室限定の「クリスマスルーム」 クリスマスツリーを装飾したお部屋で贅沢な時間を
神戸の絶景が広がる 2 面のバルコニーが付いたコーナールームに、
クリスマス装飾を施した特別ルームに宿泊いただくプラン。客室内
には大きなツリーやリースをはじめとする装飾や、バルコニー部分
では煌きを放つランタンが暖かな空間を演出。ロマンチックなひと
ときをお過ごしいただけます。
■プラン名：1 日 2 室限定 期間限定クリスマスルーム（朝食付き
■期
間：2018 年 12 月 1 日（土）～12 月 26 日（水）
■料
金：1 室 43,840 円～（2 名様利用時、税金・サービス料
込み）
■特典内容：
①1 日 2 室限定のクリスマス装飾を施したコーナールームに宿泊
②和洋中豊富なメニューが味わえるバイキングレストラン「サンタ
モニカの風」での朝食

２．クリスマス特別ディナーをルームサービスでお届け

特別な時間を満喫していただくステイプラン

時間と共に移り変わる神戸の景色を眺めながら、クリスマスだけ
のスペシャルペアディナーをお部屋でお召し上がり頂き、おふた
りだけで過ごす時間をお楽しみいただく宿泊プランです。
■プラン名：2 人きりで贅沢な一夜を ルームサービススペシャ
ルペアディナー付き（夕・朝食付き）
■期
間：2018 年 12 月 1 日（土）～12 月 25 日（火）
■料
金：1 室 42,060 円～（2 名様利用時、税金・サービス
料込み）
■特典内容：
①Xmas スペシャルペアコースのルームサービスディナー
②和洋中豊富なメニューが味わえるバイキングレストラン「サンタモニカの風」の朝食
３．冬のイルミネーション

神戸ルミナリエを満喫 特別宿泊プラン

今年で 24 回目の開催を迎える神戸ルミナリエをお楽しみいただいた後、ホテル出展ブースで利用いただけ
るチケットが付いた期間限定宿泊プラン。煌くイルミネーションをご覧いただいた後はホテルでゆっくりと
過ごしていただき、翌朝の 13 時チェックアウトまでホテルステイを満喫いただけるプランです。
■プラン名：神戸ルミナリエ 第 24 回開催記念特別宿泊プラン（朝食付き）
■期
間：2018 年 12 月 7 日（金）～12 月 16 日（日）
■料
金：1 室 18,700 円～（2 名様利用時、税金・サービス料込み）
■特典内容：
①第 24 回 神戸ルミナリエで出展の神戸メリケンパークオリエンタルホテル出展ブースにてご利用いただけ
る 500 円チケット
②和洋中豊富なメニューが味わえるバイキングレストラン「サンタモニカの風」の朝食
③レイトチェックアウト 13 時まで（通常 12：00）
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＜クリスマス特別メニュー ＞
■テラスレストラン「サンタモニカの風」
七面鳥のローストやフォアグラのソテー、オマール海老のフリカッセなど
ご家族でもお楽しみいただけるクリスマスらしい料理をディナータイムで
ご用意。
「クリスマス スペシャルディナーブッフェ」
＜料金＞大人（中学生以上）6,000 円／シニア（65 歳以上）5,400 円
お子様（小学生）3,600 円／幼児（3 歳～小学生未満）950 円
＜期間＞12/23（日・祝）～25（火）のディナータイムのみ

■ラウンジ＆ダイニング「ピア」
黒毛和牛やキャビア、トリュフなどの高級な食材を使用したクリスマ
スを彩るスペシャルな本格フレンチディナー。
「クリスマス特別ディナー」 ＜料金＞お 1 人様 15,500 円～
＜期間＞ 12/1（土）～12/25（火）

■日本料理「石庭」
ローストビーフや酒粕のフォンデュなど、洋の要素を取り入れたクリスマス
限定の会席。
「聖夜会席」

＜料金＞お 1 人様

10,000 円 ／ ＜期間＞12/22（土）～12/25（火）

■中国料理「桃花春」
フカヒレの姿煮や鮑、和牛ロースなどの豪華な食材をちりばめた料理をコース仕立てで。
「聖誕美食」

＜料金＞お 1 人様

14,000 円／ ＜期間＞12/1（土）～12/25（火）

■ステーキハウス「オリエンタル」
トラフグやオマール海老、フォアグラなどの厳選素材を使った鉄板上のライブパフォーマンスと美食をお楽
しみいただけます。
「Scene」「Signature」「Especially」 ＜料金＞お１人様
＜期間＞12/22（土）～12/25（火）

19,000 円／26,000 円／32,000 円

■バー「VIEW BAR」
オードブルとフルーツカクテル or シャンパンお好きなドリンクをお選びいただけるペアセット。神戸の夜
景を眺めながら大人のクリスマスをお楽しみいただけます。
「Holy Night Set」 ＜料金＞お 2 人様 8,000 円
＜期間＞12/1（金）～12/25（火）※要予約 ※カバーチャージ料を含む

左から、石庭、桃花春、オリエンタル、VIEW BAR のクリスマスメニューのイメージ

※料金は、全て税金・サービス料込み。
◆お客様からのご予約・お問い合わせ 宿泊予約：
078-325-8111 （9：00～22：00）
レストラン予約：
078-325-8110（10：00～21：00）
◆報道関係者からのお問い合わせ先
神戸メリケンパークオリエンタルホテル 神戸市中央区波止場町 5 番 6 号
広報担当： 仲・柏崎 電話: 078-325-8102（広報直通）/FAX:078-393-1021
3

★株式会社ホテルマネージメントジャパンについて
株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内 13 ホテル、4,275 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：13 ／ グループホテル総客室数：4,275 室 ／ グループホテル総従業員数：約 2,300
名（2018 年 4 月現在）
※ 国内 13 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/ 503 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）
、 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）、ホテルセントラーザ博多（福岡市博多区/ 194 室）
、
ホテル日航アリビラ（沖縄県読谷村/ 396 室）、オキナワ マリオット リゾート ＆ スパ（沖縄県名護市/
361 室）
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