
 
 

 

 

2021 年 4 月 23 日 

オリエンタルホテル 東京ベイ 

女子旅マーケティングカンパニー バリーズ株式会社とのコラボレーション企画 第 1 弾 

Z 世代の大学生がプロデュース！ 誕生日を忘れられない 1 日にするための

「サプライズ バースデーパーティープラン」4 月 23 日（金）販売 

お部屋のデコレーション付き♪ 修学旅行気分を味わえる広々としたお部屋で友達と特別なひとときを 

 

オリエンタルホテル 東京ベイ（千葉県浦安市 総支配人／硲 啓員）では、バリーズ株式会社（東京都渋谷区 

代表取締役／野々村菜美）による「Z 世代トラベルプロジェクト」とのコラボレーション企画 第 1 弾として、

Z 世代が考案した Z 世代のための工夫を詰め込んだ宿泊プラン「サプライズ バースデーパーティープラン」

の販売を 2021 年 4 月 23 日（金）よりスタートいたします。 

 

■大切な友達と今までで一番ハッピーなバースデーパーティーを過ごそう 

旅行には、非日常空間の“特別感”と大好きな友達と過ごす“癒しの時間”を求める Z 世代のために、一年の

中で最も大切な友達の誕生日を忘れられない一日にしてあげたい！と、日頃より積極的にサプライズパーティ

ーを企画しているというプロジェクトメンバーたちの声からこのプランは誕生しました。笑顔でハッピーにな

れるホテルステイをご提案いたします。 

■Z 世代がおすすめする「サプライズ バースデーパーティープラン」の楽しみ方 

客室は女性グループ利用で人気の高い 2 段ベッド、中央には大きなテーブルとソファセットをしつらえた「グ

ランデ 6」。アーリーチェックインができるので、サプライズを仕かける時間も充分です。お気に入りの音楽

をかけておしゃべりしながら準備をスタート！ サプライズの準備が整ったら、いよいよ主役をお出迎え。

Bluetooth リモコン付きスマホ三脚をご用意しているため、パーティーの準備から一日のメイキング動画を撮

影して、鑑賞会を開くこともできます。プランにはデコレーションアイテムが付いているので手ぶらで来館で

き、片付けの心配もありません。誕生日プレゼントとしてアミューズメントパークのチケットを渡して、翌日

にみんなでお出かけすることも。靴を脱いであがれる客室で、リラックスして自分たちだけの特別な空間づく

りをお楽しみください。 

■プロジェクトメンバー コメント 

プラン内容の詳細決定や客室試作など、さまざまな工程を踏んで 1 つのプランができることを初めて知りま

した。さまざまなアイデア出しなど楽しい反面、プラン造成の難しさも痛感しました。この体験を活かし、今

後はコロナ禍での新しい観光のカタチを模索し発信していきたいと思います。同世代のたくさんの方たちに、

わたしたちが発案したプランで特別な時間を過ごしてもらえたらうれしいです。 
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Bluetoothリモコン付き自撮り棒スマホ三脚 パーティーの準備の様子 カフェオレブラウン系バルーン 

 

Z 世代トラベルプロジェクト 

https://www.z-travel.jp/ 

■「Z 世代トラベルプロジェクト」とは 

“若年層の旅行需要拡大”をテーマに様々な事業を展開している女子旅マーケティングカンパニー バリーズ

株式会社が、観光を学び、これから観光業界に携わる Z 世代が真に求めている事を明確化し、旅行・観光事業

社との「共創」の場を創出。未来の旅行・観光業を活性化させる事を目指すため、2020 年 9 月に始動した新

アクションプログラムです。昨年、開業 25 周年アニバーサリーイヤーを迎えたオリエンタルホテル 東京ベ

イは新たな挑戦として、コロナ禍で大打撃を受けている観光業界の未来

の担い手を育成するべく、コラボレーションが実現いたしました。 

2020 年 10 月に発表されたバリーズ株式会社による「Z 世代の旅行に関

する意識調査」のデータも参考に、実際に観光を学ぶ 6 名の大学生を中

心としたプロジェクトメンバーと共に、定期的にオンラインミーティン

グを重ね、客室タイプやプラン特典アイテムなどの選定、客室試作をする

など Z 世代に向けた新しい宿泊プランを考えました。 

オリエンタルホテル 東京ベイ 

「サプライズ バースデーパーティープラン」特集ページ 

https://bit.ly/3225OzB 

「サプライズ バースデーパーティープラン」宿泊プラン 
  

プラン名： 【GoTo トラベル割引対象】 

バルーンデコレーション付き★ 

1 年に 1 度の誕生日はホテルでサプライズパーティー ＜朝食付＞ 

販売期間： 2021 年 4 月 23 日（金）～12 月 31 日（金） 

客室タイプ： グランデ 6（42 m2／最大 6 名様まで宿泊可能） 

利用条件： 4 名様以上でのご予約 

特典： ［1］ アーリーチェックイン 13:00 

［2］ 客室備品：Bluetooth リモコン付き 自撮り棒スマホ三脚、バルーンスタンド 

バルーン空気入れ 

［3］ プレゼント：ホテル メッセージカード、バルーン（HAPPY BIRTHDAY、数字、丸型） 

カトラリーセット（紙皿 18cm＋23cm、紙コップ、スプーン・フォーク・ナイフ） 

ホールケーキ用大皿、ケーキナイフ、マスキングテープ 2 個 

※本プランにケーキやお菓子は付いておりません。 
  

 

プランのおすすめポイント！ 

［1］ アーリーチェックインが出来るから、サプライズパーティーの事前準備も時間に余裕をもって楽しめる！ 

［2］ 可愛いくてオシャレなバルーンデコレーションが用意されているので事前購入不要。 

チェックインと同時にみんなで準備開始！ 

［3］ お部屋は 2 段ベッドが可愛い大人気の「グランデ 6」。 

いつもと違う“特別”な場所で一晩中おしゃべりしたり写真を撮ったり、スペシャルな 1 日に！ 

※掲載内容は状況により変更となる場合がございます。 

 



オリエンタルホテル 東京ベイでは、新型コロナウイルス感染症対策として、非接触でチェックイン可能な客

室ルームキーの自動消毒装置導入やチェックイン時の検温の実施、レストランの店内換気などを徹底しており

ます。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。 

本プランは「新しい生活様式」を意識して、広々としたお部屋で適度な距離を取りながら、ゆったりとした時間

をお過ごしいただけます。コロナ禍において卒業旅行を延期した多くの Z 世代の方々にもご利用いただけるよ

う、夏休みにもお楽しみいただけます。お友達との思い出づくりを体験してみませんか。 

【宿泊プランのご予約・お問い合わせ】 Tel. 047-350-8111（10:00～18:00） 

 

オリエンタルホテル 東京ベイの感染症対策 https://www.oriental-hotel.co.jp/corona/ 

 

 

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 18 ホテル、5,702 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：18／グループホテル総客室数：5,702 室／グループホテル総従業員数：約 2,274 名 

※ 国内 18 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）、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＞ 

株式会社ホテルマネージメントジャパン 広報事務局 
株式会社イニシャル内 ／ 岸本・月代・小川・宮田 

Tel：03-6821-5730 Fax：03-5572-6065 E-mail：hmj@vectorinc.co.jp 

オリエンタルホテル 東京ベイ 
管理部 マーケティング課 一戸（いちのへ） 

〒279-0011 千葉県浦安市美浜 1-8-2 

Tel：047-350-8401（直通） Fax：047-381-0851 E-mail：naoko.ichinohe@oriental-hotel.co.jp 

 

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

