
 

 

 

 

2022 年 5 月 20 日 

オリエンタルホテル 東京ベイ 

今年の夏はホテルでサマバケ！1950 年代の古き良きアメリカの世界感を満喫 

オリエンタルホテル 東京ベイの「アメリカンレトロフェア」 

2022 年 7 月 1 日（金）～8 月 31 日（水） 
～ロカビリーキッズ体験ができる 3 室限定のコンセプトルームや陽気なダイナー気分で味わえるブッフェ料理など～ 

   
壁面装飾が施された人気のコンセプトルーム 派手なアメリカンメニューを取り揃えたグランサンクのブッフェ料理 

「オリエンタルホテルズ＆リゾーツ」チェーンホテルのオリエンタルホテル 東京ベイ（千葉県浦安市）では、2022 年 7 月 1

日（金）～8 月 31 日（水）まで「アメリカンレトロフェア」を開催いたします。1950 年代のアメリカをテーマにロカビリーテ

イストのコンセプトルームやちょっぴり背徳感のあるハイカロリーなブッフェメニューをラインアップしたレストラン、気分を盛り上げる

館内イベントで、海外旅行にもなかなか行くことが難しい今年の夏でも、アメリカ旅行気分を味わうことができます。 

人気のコンセプトルームは 1950 年代に流行した「ロカビリー」をイメージ。ファミリーにおすすめの客室は、ポップなロックン

ロールテイストのデザインとガレージに停まったクラシックカーの装飾を壁面に施しました。レザー調のソファやアメリカンなクッ

ションのほか、お子様向けのロカビリーコスチュームもご用意。ぜひ、壁面をバックにロカビリーキッズ体験をお楽しみください。

さらに特典として、アメリカンなお菓子のつかみ取りワクワク体験も！専用のボックスからつかめるだけのお菓子をお取りくださ

い。また、英語のリスニング CD 付きの絵本も客室にセットされているのでお子様が英語に触れる機会をサポートいたします。 

 

 レストラン グランサンクでは、1950 年代の BGM が流れる店内でハイカロリーなブッフェ料理の数々が楽しめる「陽気なアメリ

カンレトロダイナー」を開催いたします。ブルーチーズソースをディップして食べるバッファローチキンウィングやアメリカ南部が発

祥とされるプルドポークサンドやジャンバラヤ、アメリカの代表的な家庭料理マカロニ＆チーズや具材がたっぷりと乗ったピザな

ど、お好きなメニューをお好きなだけご堪能ください。 

 

そのほか、ホテル館内ではロビーの日時計下をはじめ、各所にアメリカンダイナーをイメージした装飾が登場。昔懐かしのジ

ュークボックスやネオンサインなど、テーマパークに訪れたような雰囲気を味わえます。さらに期間中には、お子様が体験できる

謎解きクイズも開催し、ホテルのどこかに隠されたヒントから見事答えを導き出せればプチギフトをプレゼントいたします。 
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オリエンタルホテル 東京ベイの「アメリカンレトロフェア」 概要 

宿泊：コンセプトルーム 

【アメリカンレトロ＆ロカビリー気分を満喫！お菓子つかみ取りやリスニング絵本付き】 

期   間： 2022 年 7 月 1 日（金）～8 月 31 日（水） 

客室タイプ： スーペリア（32 ㎡） ※1 日 3 室限定 

料   金： 18,000 円～（2 名 1 室料金、消費税・サービス料込み） 

特   典： アメリカンなお菓子つかみ取り体験（滞在中 1 回） 

 フォトブック無料券 1 冊（滞在中 1 回） ※スマホでフォトブックが簡単に作成できる無料クーポン 

客室備品： 歌で覚えるはじめての英語レッスン絵本 

アルファベット木製おもちゃ 

キッズ用ロカビリーコスチューム（男児向け：ライダースジャケット、女児向け：ワンピース） 

除菌アイテム 3 種（59S トイボックス、高機能除菌スプレー e-3x、ROCKUBOT） など 

※2022 年 5 月 23 日（月）より宿泊予約を開始いたします 

宿泊者専用アメニティ施設「TIROIR（ティロワール）」 

必要なアメニティを用途に合わせて自由にお取りいただける宿泊者専用施設「TIROIR（ティロワール）」では、 

お子様用のパジャマや歯ブラシなどのほか、女性向けのヘアオイル、化粧水、入浴剤などをご用意しております。 

 

 

 

 

レストラン グランサンク：【陽気なアメリカンレトロダイナー】 

 

   

期   間： 2022 年 7 月 1 日（金）～8 月 31 日（水） 

時   間： ランチ  平日 11:30～15:00（ラストオーダー14:45） 時間無制限 

 土日祝    11:30～15:30（ラストオーダー15:15） 100 分 2 部入替制 

 ディナー 月～木曜日 17:30～21:00（ラストオーダー20:45） 時間無制限 

 金曜日    17:30～21:30（ラストオーダー21:15） 時間無制限 

 土日祝 17:00～21:30（ラストオーダー21:15） 120 分 2 部入替制 

 ※8/11～15 は営業時間が変更となります。詳しくはお問い合わせください。 

料   金： ランチ 大人 3,500 円～ 小学生 2,000 円～ シニア 3,200 円～ 

 ディナー 大人 4,200 円～ 小学生 2,500 円～ シニア 3,900 円～ 

メニュー例： バッファローチキンウィング ブルーチーズソース、プルドポークサンド、ジャンバラヤ、マカロニ＆チーズ 

 フィリーチーズステーキ、ガンボ、ヴィシソワーズ など 

 

 

【ご予約・お問い合わせ】 Tel.0570-051-153 ホテルコード：01（10:00～18:00） 

【ご予約・お問い合わせ】 【レストラン予約】 Tel.047-350-8561（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 3 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/ 

 
■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：2,047 名 
（2022 年 4 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） 

 

 

＜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 HMJ オペレーションズ 

マーケティング第 1 部 / 担当：近藤、一戸 

E-mail：marcomm_east@hmjkk.co.jp 

TEL：03-5500-5634 FAX：03-6740-2130 

 

株式会社ホテルマネージメントジャパン 

担当営業企画 浦辺、柏﨑、竹原、菊地 

E-mail：contact_others@hmjkk.co.jp 

TEL：03-6422-0510（代表）（平日 10:00-17:00） 
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