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ドラマチックで華やかな赤いクリスマスツリーが登場
ホテルで過ごすとっておきのクリスマスプラン 2019
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：松岡 正)では、恋人やご家族
でクリスマスをもっとお楽しみいただけるようクリスマス特別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。
また館内の各所にもクリスマスツリーを設置し素敵なひとときを演出いたします。

左、ロビークリスマス装飾イメージ、右上：サンタモニカの風クリスマスディナーイメージ、右下クリスマスルームのイメージ

今年のクリスマスは、高さ 4ｍのツリーをメインに 5 つの赤いツリーがロビーを華やかに彩ります。ツリーには、
バラの花びらや立体感のあるクロス、フェザーなど、さまざまな表情を魅せる“赤”をまとい、大胆な色合いの
ツリーが印象的なクリスマスを演出します。シャンパンゴールドの LED 約 4000 球のイルミネーションが温かな
きらめきを放ち、足元にはエンゼルヘアーを散らすことで、雪が舞う街角をイメージしました。
期 間：2019 年 11 月 1 日（木）～2019 年 12 月 25 日（水）※12/25 は 22 時まで点灯
場 所：3F ロビー 中央アトリウム部分
イルミネーション点灯時間： 6：00～23：00

宿泊プラン 1 日 2 室限定のクリスマスルーム 宿泊プラン
2 面のバルコニーが付いたコーナーの客室にクリスマスの装飾をした特別プラン。室内にはツリーや赤いリース
やあたたかみを演出するキャンドルを設置し特別な空間を演出します。
プラン名：期間限定クリスマスルーム
宿泊期間：2019 年 12 月 1 日（日）～12 月 26 日（木）
料
金：1 室 53,800 円～(1 室 2 名様利用、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プレミアコーナーキングルーム ②和洋中の料理が味わえる
バイキングレストラン「サンタモニカの風」での朝食 ③レイトチェックアウト 13：00（通常 12：00）

フランス料理ペアディナー付 宿泊プラン
観覧車やきらめく夜景を眺めながらフランス料理のクリスマス限定ディナーコースをお楽しみいただける夕食と
朝食付きの宿泊プラン。レイトチェックアウトの特典つきでホテルステイを満喫いただけます。
プラン名：クリスマス限定ディナーで特別な聖夜を 宿泊期間：2018 年 12 月 1 日（日）～12 月 25 日（水）
料
金：1 室 35,450 円～（2 名様利用時、税金・サービス料込み）
特典内容：①ラウンジ＆ダイニング「ピア」のクリスマスディナー ②和洋中の料理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 13：00（通常 12：00）
そのほかにも、神戸ルミナリエで出展するホテルの屋台でご利用いただけるチケット付のプランやシャンパンと
フルーツをお部屋でお楽しみいただけるプランなどをご用意いたします。

レストラン クリスマス特別メニューが登場

テラスレストラン「サンタモニカの風」クリスマス スペシャルディナーブッフェ
七面鳥や仔豚の丸焼き、国産牛肉のローストビーフを海水海胆と共にお召し上がりいただくなど、クリスマスに
ふさわしい料理をディナータイムでご用意。＜期間＞12/21（土）～25（水）ディナータイム
＜料金＞大人（中学生以上）6,100 円／シニア（65 歳以上）5,500 円／お子様（小学生）3,700 円／幼児（3 歳～小学
生未満）1,000 円

ラウンジ＆ダイニング「ピア」 クリスマス特別ディナー
キャビア、オマール海老など贅沢な食材を使ったスペシャルな本格フレンチディナー。
＜料金＞お 1 人様 16,000 円～／＜期間＞ 12/1（日）～12/25（水）
ステーキハウス「オリエンタル」Scene、Signature、Especially
シェフのこだわりが詰まった料理を鉄板上のライブパフォーマンスと共に、思い出に残るクリスマスを。
＜料金＞お１人様 19,800 円／27,000 円／33,000 円 ／＜期間＞12/21（土）～12/25（水）
日本料理「石庭」 クリスマス会席
河豚やズワイ蟹など、冬が旬の食材を特別な会席でお楽しみいただけます。
＜料金＞お 1 人様 10,000 円～ ／＜期間＞12/21（土）～12/25（水）
中国料理「桃花春」 クリスマスディナー 聖誕美食
鮑や北京ダック、フカヒレの姿煮込みなど贅沢な料理を楽しめるクリマスマスだけの特別なコース。
＜料金＞お 1 人様 15,000 円／ ＜期間＞12/1（日）～12/25（水）
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バー「VIEW BAR」 Holy Night Set
オードブルと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お楽しみいただけま
す。＜料金＞お 2 人様 8,000 円 ／ ＜期間＞12/1（日）～12/25（水）※要予約
※カバーチャージ料を含む
※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（10：00～20：00）
レストラン予約：078-325-8110（10：00～20：00）
≪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・柏﨑
電話: 078-940-0334（広報直通）/FAX:078-393-3071

★ 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）
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