NEWS RELEASE
報道関係各位

2022 年 7 月 12 日

【神戸メリケンパークオリエンタルホテル】
「エグゼクティブルーム」宿泊者限定

客室で味わえるハイティースタイルの朝食を1日10室限定で提供開始
“美食クルーズ”をテーマにエグゼクティブラウンジのフードプレゼンテーションも一新
株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェーンブランド、「オリエンタルホテルズ＆リ
ゾーツ」の旗艦ホテルである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）は、ハイグレードなルームカテゴリーである「エグゼクティブルーム」において、お部屋で楽
しめるハイティースタイルの朝食を、1日10室限定で2022 年 7 月 19日（火）より提供を開始いたします。

[エグゼクティブルームでのハイティースタイル朝食 イメージ]

インルームダイニング（ルームサービス）としてお部屋までお届けする朝食は、前菜からメイン、デザートま
でを3段のティースタンドに盛り付けたハイティースタイルで提供し、豪華客船の船内を連想させるくつろぎ
の空間で、バルコニーから臨む神戸の絶景を眺めながら堪能する、贅沢な朝食時間をお届けいたします。

［エグゼクティブルーム 限定

ハイティースタイル朝食付プラン］1 日 10 室限定

【予約開始日】 2022 年 7月 12日（火）
【宿泊開始日】 2022 年 7月 19日（火）～9月30日（金）
【 提 供 時 間 】 7：00～11：00
【対 象 客 室】 エグゼクティブルーム 全33室
【料

金】 ￥48,000～（スーペリアツイン2名様1室 税サ込）

[ハイティースタイル朝食]

＜内容＞
上

段：ブルーベリーパンケーキ、ストロベリーソース ホイップ、パンナコッタマンゴー

中

段：クロワッサンサンドイッチ スモークサーモンとエッグサラダ、カリフラワーリゾットと
ポーチドエッグ トリュフクリーム、ソーセージ、ベーコン、トマトプロバンサル

下

段：フルーツサラダ チアシード、BLT キヌアサラダ ヴィネグレット

お飲み物：フレッシュオレンジジュース、ミックスメロンジュース、白樺の樹液
温かいお飲み物
＜オプションメニュー＞
シャンパン（ルイ・ロデレール）フルボトル￥20,000(税・サ込)
≪エグゼクティブルーム概要≫限定特典付のスペシャルな宿泊体験を
「エグゼクティブルーム」は、全室58㎡以上（バルコニー面積含む）の広さのお部屋で、豪華客船の船内を
連想させるくつろぎの空間となっております。昼夜で表情が変わる神戸港の景色を目の前に、プライベート
な時間を贅沢にお過ごしいただけます。「エグゼクティブルーム」ご利用のお客様は、12:00までのレイトチ
ェックアウトのほか、様々な特典サービスをご利用いただくことができ、柔らかな陽光が差し込む約30mの
一面窓から行き交う客船や時間ごとに変わる美しい景色が一望できる「エグゼクティブラウンジ」をご利用
いただけます。

[ジュニアコーナースイート サウスビュー]

＜エグゼクティブルーム特典一覧 ＞

※新型コロナウイルスの影響による政府の指針等により一部特典内容を変更する場合がございます。



エグゼクティブラウンジのご利用



専用カウンターでのパーソナルチェックイン



レイトチェックアウト 12:00まで (通常 11:00)



プール＆ジムのご利用（18歳以上）



館内レストラン・ショップ 10%OFF



神戸港内クルーズ船のご利用優待

＜エグゼクティブルーム ルームタイプ一覧＞
ゆったりと景色を眺めながら贅沢なひと時をお過ごしいただける、全33 室の客室をご用意しております。
部屋タイプ

室数

スーペリアキング

2室

スーペリアツイン

13 室

デラックスコーナーツイン

9 室

デラックスツイン

4 室

ジュニアコーナースイート

4室

オリエンタルスイート

1室

面積(㎡)

58.6㎡
（客室 38.6/バルコニー20.0）

59.4㎡～
（客室 37.8/バルコニー21.6～）

69.2㎡～
（客室 45.4/バルコニー23.8~）

76.37㎡
（客室 48.37/バルコニー28.0）

86.4㎡～
（客室 50.4/バルコニー36.0~）

148.64㎡
（客室 87.84/バルコニー60.8）

最大収容人数

ベッドサイズ（cm）

2名様

180cm

2名様

120cm

2名様

120cm

4名様

120cm

2名様

140cm

2名様

120cm

＜エグゼクティブラウンジ フードプレゼンテーションメニューをリニューアル＞
7月19日（火）より、1日3回行われているフードプレゼンテーションのコンセプトをリニューアルいたし
ます。「世界の大陸をめぐる美食クルーズ」をテーマとして、朝食はアメリカンブレックファスト、アフ
タヌーンティーは、フレンチペストリーを中心にセイボリー、スナック類、カクテルタイムでは様々なア
ペタイザーからデザートをアペリティフとしてご提供いたします。
◎朝 食 ＜提供時間：7:30 ～ 11:00＞
メインプレート 5 種より１種をお選びいただけます。
1. パンケーキプレーン メイプルシロップ＆バター
2. パンケーキナッツナッツ キャラメルバナナ
3. パンケーキベーコンステーキ＆フライドエッグ
4. パンケーキクワトロチーズソース キャラメルナッツ プロシュート
5. 淡路玉ねぎときのこのオムレツ トリュフ風味
加えて、ドリンク、サラダ、フルーツ、パンなど
◎アフタヌーンティー
＜提供時間：14:30 ～ 16:30＞
ミニキッシュ、ミニ BLT、スモークサーモンクロワッサンサンドイッチ、スイーツ、ドライフルーツな
ど
◎イブニングカクテル
＜提供時間：17:30 ～ 19:30＞
ハモンセラーノとパンコントマテをスライスバケットで、スモークサーモン ミニブリニ、カダイフシュ
リンプ、アッシェパルマンティエ、リコッタチーズとほうれん草のエンパナーダ、フルーツポップコーン
などスナック、ドライフルーツ＆ナッツ＆シード、ロータス オリジナルカラメルビスケットなど
*メインプレート5種以外のメニューは、ブッフェスタイルでご提供いたします。

[エグゼクティブラウンジ 朝食 イメージ]

[アフタヌーンティーイメージ]

[メインプレート パンケーキナッツナッツ キャラメルバナナ]

[アフタヌーンティースイーツ]

[イブニングカクテルイメージ]

[アッシュパルマンティエとカダイフシュリンプ]

■神戸メリケンパークオリエンタルホテルについて
阪神淡路大震災で被災し閉鎖された旧オリエンタルホテルを継承し、1995年に周囲270度を海に囲まれた
ロケーションに誕生したリゾートホテル。神戸ポートタワーや神戸海洋博物館など誰もが一度は見たこ
とのある神戸らしい風景を望み、全客室に設けられたバルコニーからはきらめく海や街の夜景など時間
ごとに変わる景色を一望。潮風を浴びながら、まるで優雅な船旅のようなご滞在をお楽しみいただけます。
日本初であり国内唯一のホテル内灯台は旧オリエンタルホテルより移設され現在も神戸港を照らしてい
ます。
■オリエンタルホテルズ＆リゾーツとは
オリエンタルホテルズ＆リゾーツは、株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営するホテルチェー
ンブランドです。それぞれの地域の個性を活かして、お客様に発見や感動を届けることを目指し、「オリ
エンタルホテル」を中心に、各種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
全国16施設、4,450室を展開しています。https://www.oriental-hotels.com
■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：2,084名
（2022年6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≫
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
株式会社HMJオペレーションズ マーケティング第2部
担当：榊原 E-mail：miho.sakakibara@hmjkk.co.jp / 仲 E-mail：chisuzu.naka@hmjkk.co.jp
TEL：078-325-8102（直通） FAX：078-393-1021
株式会社ホテルマネージメントジャパン
担当：営業企画 竹原、浦辺、柏﨑、菊地 E-mail：contact_others@hmjkk.co.jp
TEL：03-6422-0510（代表）（平日10:00~17:00）

