
 
 

 

 

2020 年 4 月 17 日 

オリエンタルホテル 東京ベイ 

ホテル開業 25 周年記念イベント 

アニバーサリーイヤーを彩るユニークな夢のバースデーケーキを大募集！ 

おうち時間を楽しく過ごそう 

 

オリエンタルホテル 東京ベイ（千葉県浦安市 総支配人／森山 真也）では、「オリエンタルホテル 東

京ベイ」から連想するバースデーケーキのアイデアを募集して、当ホテルのパティシエが作るホテル開業

25 周年記念イベント「おうちで描こう！夢のケーキプロジ

ェクト 2020」の作品募集を 2020 年 4 月 27 日（月）よりス

タートいたします。 

純粋な心を持つ子どもたちが想像する、将来なりたい夢や

大好きなモノ、憧れのヒトのこと。そんな子どもたちの、

自由で夢いっぱいのイマジネーションの世界を形にした

い、という想いからスタートした本プロジェクト。 

自宅で過ごす時間が増えている今、お客様が少しでも笑

顔になるようなイベントをお届けしたいと思い、毎年ご

好評いただいている「夢のケーキプロジェクト」をグレー

ドアップして開催いたします。 

第 3 回目となる今回は、「オリエンタルホテル 東京ベイのバースデーケーキ」をテーマに、小学生

以下のお子様対象の“ジュニア部門”と中学生以上の大人対象の“シニア部門”の 2 部門で作品を募

集いたします。応募作品の中から各部門 3 点選出し、当ホテルのパティシエが制作。期間限定でレス

トラン グランサンクのブッフェ内デザートの一品としてご提供いたします。 

昨年は、一昨年を大幅に上回る個性豊かな 120 作品以上のご応募をいただきました。ホテルで過ごし

た思い出など、「オリエンタルホテル 東京ベイ」から連想するものや、こんなケーキが食べてみたい！

という願いなど、考えるだけでワクワクするような夢のケーキをふるってご応募ください。 

印象的だったのは、受賞されたお子様たちがケーキを目にした時のキラキラした笑顔。今までに食べ

たことのない、頭の中で思い描いたケーキが形になる感動を体験してみませんか。 

「お客様にハートフルなひとときを」を企業理念にかかげ、“家族に優しいホテル”をコンセプトとするオ

リエンタルホテル 東京ベイは、本プロジェクトを通じてご家族のふれあいや交流のきっかけになればと

考えております。また、「子育てにやさしい社会」づくりを目指す「オレンジリボン運動」に賛同し、売

上の一部を寄付いたします。 

 

＜昨年受賞作品＞   

総支配人賞 グランサンク賞 長田ペストリーシェフ賞 
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おうちで描こう！ 夢のケーキプロジェクト 2020 

募集期間： 2020 年 4 月 27 日（月）～5 月 31 日（日） 

受賞発表： 2020 年 7 月 1 日（水） 

※状況により延期の可能性あり 

作品提供： 未定 

※昨年は夏休み期間中に実施しておりましたが、新型コロナウィルスの感染拡大

の収束を受け後日決定いたします。 

対象： 【ジュニア部門】 小学生以下のお子様対象 

【シニア部門】 中学生以上の大人対象 

 ※お 1 人様 1 作品まで 

テーマ： オリエンタルホテル 東京ベイのバースデーケーキ 

応募方法： 応募用紙にケーキの絵と説明文を記入して、ホテル公式ホームページ内 

応募フォームより、または郵送にて受付 

※お子様の絵の説明文は保護者の方が協力されても結構です 

※キャラクター等、版権に関するものはご遠慮ください 

宛先： 〒279-0011 千葉県浦安市美浜 1-8-2 

オリエンタルホテル 東京ベイ 

セールス＆マーケティング部 マーケティング課 

「夢のケーキプロジェクト 2020」係 

賞品： 【金賞】 各部門 各 1 名様 

ご宿泊招待券（親子 3 名様） 

【銀賞】 各部門 各 2名様 

レストラン グランサンク ランチもしくはディナーブッフェ 親子 3 名様ご招待 

【銅賞】 各部門 各 5名様 

パティスリーにて使える 2,500 円商品券 

応募作品（絵のみ）をレストラン グランサンクにて展示 

【参加賞】 応募者全員 

レストラン グランサンクのランチもしくはディナーブッフェにて使える 

お子様ご招待券＋ご同伴者様 1～4 名様まで 20%オフクーポン 

※各賞とも有効期限・除外日あり 

※金賞・銀賞受賞作品はパティシエが制作し、レストラン グランサンクのブッ

フェにてご提供いたします 

お問い合わせ： Tel. 047-350-8401（マーケティング課：平日 10:00～17:00） 
 

 

 

  

 
オレンジリボン運動

のシンボルマーク 

 

[オレンジリボン運動とは] 

2001 年設立、特定非営利活動法人 児童虐待防止全国ネットワークが「子ども虐

待のない社会の実現」を目指す市民運動。オレンジリボンの普及を通じて全国的に

子ども虐待への関心を広げる啓蒙活動や、制度検討のためのシンポジウムを開催す

るほか、2004 年からは厚生労働省が主催する児童虐待防止対策協議会へもメンバ

ーとして参加。2006 年からは「オレンジリボン運動」の総合窓口として多角的な

活動を行っています。 

シンボルマークのオレンジ色は子ども達の明るい未来を表しています。 

https://www.orangeribbon.jp/ 
  

 

  



 

「お客様にハートフルなひと時をお約束する」を企業理念のひとつとす

るオリエンタルホテル 東京ベイは、2020 年 7 月 1 日に開業 25 周年を

迎えます。国内ホテルで初めて導入したインタラクティブ プロジェクシ

ョンマッピングや新しいサービスとともに、これからも心を込めてゲス

トをお迎えいたします。 

 

 

 

 

 

オリエンタルホテル 東京ベイ 

1995 年開業。客室数 511 室、料飲施設 5 店舗、大中小の宴会場、 

チャペルなどを備える東京ディズニーリゾート®・パートナーホテ

ル。JR 京葉線新浦安駅北口直結で､東京ディズニーリゾート®まで 

1 駅 3 分､無料シャトルバスの利用で約 15 分。 

https://www.oriental-hotel.co.jp/ 

 

[運営会社] 株式会社ホテルマネージメントジャパン 

★ 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（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（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） 
 

＜本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先＞ 

オリエンタルホテル 東京ベイ 
セールス＆マーケティング部 マーケティング課 

広報担当  一戸 （いちのへ）  Mail: naoko.ichinohe@oriental-hotel.co.jp 

〒279-0011 千葉県浦安市美浜 1-8-2 Tel：047-350-8401（直通）/ Fax：047-381-0851 

 

https://www.oriental-hotel.co.jp/
mailto:naoko.ichinohe@oriental-hotel.co.jp

