
 
 

 

 

2020 年 8 月 18 日 

オリエンタルホテル 東京ベイ 

ホテル開業 25周年記念プラン 

わが子と一緒にホテルルームでゆったり楽しむハロウィーンタイム 

 

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、2020 年 9 月 1 日（火）

より、ハロウィーンルームご宿泊プランの販売をスタートいたします。 

 

小さなお子様と一緒に親子で楽しめるプランを、という想いから、季節のイベントにちなんだコンセプ

トルームとして誕生したハロウィーンルーム。ホテル開業 25 周年を迎えるアニバーサリーイヤーの今

年は「魔法使いの森」がテーマです。 

今回はコンセプトルームとスタンダードルーム全 3 種類の部屋をご用意。ベビーズスイートとキディス

イートは、ママパパの声を取り入れて安全面と衛生面に配慮した 50 以上のアイディアが盛りだくさん。

赤ちゃんがハイハイしても安心なクッション性のあるコルク素材の床や添い寝しやすいローベッドなど

を採用しているので、お子様連れでも安心してご宿泊いただけます。 

ベビーズスイート「オランジュ」はお菓子好きの小さな魔法使いが住む部屋をイメージ。キディスイート

「ミルフィユ」は個性的なおしゃれを楽しむ魔法使いがお気に入りの部屋。スタンダードルーム「スーペ

リア」はちょっぴり大人な魔法使い 3 姉妹の眠りを誘う癒しの空間です。 

みなさんを死者の世界へいざなう薬を作ろうとする魔法使いたちの部屋には、クモの巣やカラスに大き

なクモなど、不気味な生き物も。少し怖い雰囲気を存分に味わってみてください。 

   
魔法使いの実験室 コンセプトルーム「ミルフィユ」  
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ハロウィーン期間中、スペシャルイベント「Stop the Completion of Witch's Potion !（ストップ ザ コン

プリーション オブ ウィッチズ ポーション）」も開催します。新しい生活様式にのっとって、他者との

接触をできるだけ避けるため、スマートフォンで簡単に参加可能。館内に隠されたいろいろなアイテム

に付いている QR コードをスマートフォンで読み込んでスタンプを 2 個集めると、プレゼントがもらえ

ます。オリエンタルホテル 東京ベイを自分たちのものにしようと企んでいる魔法使いたちが作る薬の材

料を見つけて、薬の完成を阻止してホテルを守ってください。 

また、2 階エントランスの日時計下に、魔法使いやカボチャ

で彩られた楽しいハロウィーンフォトスポットがお目見

え。レストラン グランサンクではカボチャを使った季節限

定メニューが、ラウンジ ブローニュの森では 10 月限定で

ハロウィーンランチセットが登場します。 

ハロウィーンデコレーションされたホテルで、お子様と 

一緒に楽しいひとときを過ごしてみませんか。 

 

オリエンタルホテル 東京ベイ ホテル開業 25 周年ハロウィーン特集ページ 

https://www.oriental-hotel.co.jp/halloween2020/ 

 

ハッピーハロウィーン スペシャルイベント 

  

イベント名： Stop the Completion of Witch's Potion ! 

（ストップ ザ コンプリーション オブ ウィッチズ ポーション） 

開催期間： 9 月 1 日（火）～10 月 31 日（土） 

内容： LINE でオリエンタルホテル東京ベイのショップカードを登録して、 

館内に隠されたいろいろなアイテムに付いている QR コードを読み込んでスタンプを 

2 個集めると、プレゼントがもらえます。 

さらに、スマートフォンでオリエンタルメンバーズ会員登録、または LINE 連携すると、

ホテルでご利用いただけるオリエンタルメンバーズ 500 ポイント付与。 

※ プレゼントはフロントまたはレストラン グランサンクにてお渡しします。 

※ 会員登録または連携済みのスマートフォン画面は、フロントまたはレストラン グランサンクの

スタッフにご提示ください。2～3 日後にポイント付与されます。 
  

 

おすすめのハッピーハロウィーンご宿泊プラン 

  

プラン名： 【GoTo トラベル割引対象】 

★駐車場無料特典付★レストラン「グランサンク」でディナーを♪1 日 7 室限定！ 

ハロウィーンルームにステイ ＜ディナー&朝食付き＞ 

客室タイプ： ベビーズスイート「オランジュ」 （42 m2／2～4 名様） 

キディスイート「ミルフィユ」 （42 m2／2～5 名様） 

スタンダードルーム スーペリア （32 m2／2～3 名様） 

特典： ［1］ スペシャルイベント「Stop the Completion of Witch's Potion ! 

（ストップ ザ コンプリーション オブ ウィッチズ ポーション）」に 

館内をめぐらず、部屋で参加可能。 

［2］ 駐車場料金がチェックイン日正午からチェックアウト日正午まで無料 

（通常はチェックイン日正午から翌日正午まで、宿泊数に応じて有料 

1 泊：2,500 円、2 泊：3,500 円、3 泊：4,500 円、4 泊以降：5,500 円） 
  

※すべてのハロウィーンご宿泊プランは Go To トラベルキャンペーン割引対象です。 

※表示価格は、すべて税金・サービス料込みの料金です。掲載内容は状況により変更となる場合がございます。 

  



 

当館では、新型コロナウイルス感染症対策として、チェックイン時の検温やレストランの店内換気など

を徹底しており、ハロウィーンルーム各部屋にもアルコール消毒液を設置。ウイルス拡散の不安と戦い、

ストレスを抱えていらっしゃるお客様に、少しでも安心してご宿泊いただけるよう努めております。 

【ご予約・お問い合わせ】 Tel. 047-350-8111（10:00～18:00） 

 

 

「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

ました。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 

  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

