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【ヒルトン東京お台場】 

まるで秘密基地！? ますます人気高まるアウトドアを都心のホテルで新感覚体験！  

アウトドアブランド「Coleman」 ｘ ヒルトン東京お台場 

1 日 1 室限定のコラボレーションルーム 「お部屋 de キャンプ Collaboration with Coleman」 

2021 年 5 月 12 日（水）より予約受付開始 

東京の絶景を望むテラスでバーベキューも同時開催 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒルトン東京お台場（東京都港区台場/総支配人：棚町 誠二）は、創業 120 周年を迎えたコールマン ジャパン株式会社（代表取締

役社長：中里豊）が展開するアウトドアブランド「Coleman（コールマン）」とコラボレーションした「お部屋 de キャンプ Collaboration with 

Coleman」を 2021 年 5 月 12 日（水）より予約受付開始いたします。 

 

■「お部屋 de キャンプ Collaboration with Coleman」について  
コロナ禍で外出がままならない今、密を避けることができるとしてキャンプの人気が高まっており、ヒルトン東京お台場では 1 日 1 室限定で

コールマンのシェード、椅子、テーブル、焚き火台などの製品をそろえたお部屋で、気軽に都心のホテルでキャンプ気分を味わっていただけ

る「お部屋 de キャンプ Collaboration with Coleman」をご用意しました。 

都心からわずか 15 分の距離で日常を忘れ、気軽に非日常体験をしていただくことができます。またホテルの客室内のため、天気に左右

されることなく、衛生環境が整ったお部屋でキャンプ体験をお楽しみいただけます。グリーンあふれる室内の秘密基地のようなシェードの中、

音のない静かな夜、天体望遠鏡で月や星の観測も体験いただけます。ランタンの灯りだけで静かに流れる時間、ご家族、カップル、お友

達同士でお過ごしください。 

 

 

 



■「お部屋 de キャンプ Collaboration with Coleman」客室の仕様 

「お部屋 de キャンプ Collaboration with Coleman」はスタンダード客室の約 2 倍の広さを持つプライベートバルコニーからレインボーブリッ

ジや東京タワー、東京湾を 180 度見渡すことができ、開放的でゆったりとお寛ぎいただけるお部屋です。人工芝が敷かれた大きなバスタ

ブに浸かりながら、刻々と変化する東京の景色をお楽しみいただけます。 

●広さ：80 平米（バルコニー付き） 

●客室内設備： 

・リビングルーム：コールマンのチェア/テーブル/シェード/LED ランタン/サウンドライト/焚き火台（※）/焚き火台テーブル（※） 

・ベッドルーム：120 センチ X 200 センチのベッド 2 台 
・水回り：バスルーム、シャワールーム、洗面所、トイレ 

●定員：1～3 名様 

※焚き火台はデコレーションです。着火はできませんので予めご了承ください。 

バルコニー※写真はイメージ                           ベッドルーム 

 

■「お部屋 de キャンプ Collaboration with Coleman」プランの概要  

●販売期間： 

予約期間 2021 年 5 月 12 日（水）～2021 年 12 月 9 日（木） 

宿泊期間 2021 年 5 月 15 日（土）～2021 年 12 月 12 日（日） 

※宿泊除外期間：2021 年 7 月 1 日（木）～2021 年 8 月 15 日（日） 

●特典内容： 

・約 90 種の中からお選びいただける朝食ビュッフェ 

・ドリンク 6 種（スパークリングワイン 1 種、ソフトドリンク 5 種）をコールマンのクーラーボックスに入れてルームサービス 

・スモア風オリジナルデザートをルームサービス 

・館内レストランご利用 20％割引 

●料金： 

・1 室 2 名様 79,428 円～ 

※1 名様追加は 7,458 円となります 

※表示料金には税金・サービス料が含まれております 

 

■「シースケープ テラス・ダイニング Collaboration with Coleman」について 

東京湾の大パノラマを臨む開放的な屋外、心地良い風を感じながら東京の絶景と厳選された食材をご堪能いただける「シースケープ 

テラス・ダイニング Collaboration with Coleman」がオープンします。コールマンと言えばランタンが有名ですが、テラス内に設置した“木製ビ

ッグランタン”がお客様をお迎えします。コールマンのテーブル、椅子、プレート、カップボウル、マグカップを使用し、テラスから都会の絶景と

キャンプ気分をご堪能ください。 

セットのグリルプレートは、お好みに合わせてシーフードまたは、ミートをお選びいただけ、テーブルにセットしたコンロで、ご自分で焼きながら

手軽にバーベキューを味わえます。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※写真はイメージ                                  

 

■「シースケープ テラス・ダイニング Collaboration with Coleman」プラン概要 

●開催期間：2021 年 5 月 12 日（水）～2021 年 9 月 30 日（木） 

●提供時間： 

ランチ 11：30～13：00/13:30～15：00 

ディナー16：30～18：00/18:30～20：00 

※提供時間は、営業自粛要請により変更の可能性があります 

※5 月 31 日（月）まで自粛要請に伴いアルコールの提供を控えさせていただきます 

●料金：11,000 円（2 名様料金） 

1 名様追加は 5,500 円となります 

※1 テーブル 2 名様～4 名様です 

※ランチ、ディナー各提供時間内 2 組様限定です 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
キャンプファイヤーチリ（チリビーンズ）※写真はイメージ 

 



●パッケージ内容 

・グリルプレートは 2 名様で１台（ミートプレートまたはシーフードプレート、どちらかをお選びいただけます） 

・ワンドリンク付き（生ビール、スパークリングワイン、グラスワイン、ソフトドリンクからお選びいただけます） 

・コールマンのテーブル、椅子、プレート、ボウル、マグカップを使用 

・コールマンのダッチオーブンより、キャンプファイヤーチリ(チリビーンズ)をお 1 人様 1 皿サービス 

・コールマンのステッカーをお 1 人様 1 枚プレゼント 

                                         

●厳選された食材を使用したメニュー 

シーフードプレート＆ベジタブル グリルプレート（１台 2 名様分） 

・オマール海老 1/2 テール×2 

・天使の海老×4 

・イカ×4 

・ホタテ×4 

・パイナップルと厚切りベーコンの串焼き 

・焼き野菜 

・ツナチーズメルト 

 

 

ミート＆ベジタブル グリルプレート（１台 2 名様分） 

・国産牛カルビ 200g 

・ポークとビーフのケバブ ザータースパイス 

・ケイジャンスパイスチキン 60g x 2 

・骨付きフランクフルト 

・パイナップルと厚切りベーコンの串焼き 

・焼き野菜 

・カレーとチーズの焼きおにぎり 

 

 

 

 

■コールマン T シャツ販売 

綿 100％のしっかりとした素材で透け感も少なく、1 枚でもスタイリングの主役

になれるＴシャツです。キャンプやアウトドアのシーンだけでなく、タウンでも活躍

するアイテムです。 

 

販売期間：2021 年 5 月 12 日（水）～2021 年 9 月 30 日（木） 

販売場所：シースケープ スイーツ＆コーヒー（２F） 

料金：3,990 円(税込) 

 

 

ウェブサイト：https://www.hiltonodaiba.jp/plans/rooms/6213 
※料金は全て税金・サービス料が含まれております 

 

■コールマン ジャパン株式会社について 

総合アウトドアレクリエーションのリーディングカンパニーとして、コールマン®、およびキャンピングガス®の各種製品の企画・製造、輸入およ

び国内販売を行っています。 

設立：1976 年 5 月 

代表取締役社長：中里 豊 

従業員数：230 名（2021 年 1 月現在） 

住所：〒108-0023 東京都港区芝浦 4-9-25 芝浦スクエアビル 

 



安心してホテルをご利用いただくために導入している新たな衛生基準「ヒルトン・クリーンステイ」の詳細はこちらから 

https://www.hilton.com/ja/corporate/cleanstay/ 

 

ヒルトン東京お台場について  

ヒルトン東京お台場は、スイートルーム 18 室を含む 453 の全客室に備えられたプライベートバルコニーからレインボーブリッジと東京都心のパノラマビュー

を一望することができる東京湾のウォーターフロントに位置するホテルです。鉄板焼、寿司、天ぷら、会席など、料亭のような趣の日本料理「さくら」、季

節の食材をふんだんに取り入れた本格広東料理「唐宮（とうぐう）」、カクテルと豊富な種類のウイスキーを楽しめる「キャプテンズバー」に加え、オールデイ

ダイニング「SEASCAPE TERRACE DINING （シースケープ テラス・ダイニング）」と「Grillogy BAR & GRILL（グリロジー バー&グリル）」。現代の東京を

代表する新たなダイニング・デスティネーションとして進化しました。さらに、1,200 平方メートルのボールルームを含むミーティング・イベントルームと 2 つのウ

エディングチャペルを備え、フィットネスセンターを含むスパには、海と空を望む開放的な屋外ジェットバスや室内プールも完備しています。 

詳細はこちらをご覧ください。www.hiltonodaiba.jp 

 

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツについて  

ヒルトン・ホテルズ&リゾーツは、ホスピタリティの手本となるべく、進化し続けるお客様のニーズに応えるような革新的な商品・サービスを提供し続けていま

す。ヒルトン・ホテルズ&リゾーツは、宿泊先にこだわるお客様に、世界 6 大陸の人気の滞在先で 575 軒以上のホテルを展開しています。ヒルトンの公

認予約チャネル経由で直接予約したヒルトン・オナーズ会員には、すぐに利用できる特典をご用意しています。 
最新の情報はこちらをご覧ください。www.hilton.com, newsroom.hilton.com/hhr, https://www.facebook.com/Hilton/, 
www.twitter.com/HiltonHotels, www.instagram.com/hiltonhotels/ 

 

 

株式会社ホテルマネージメントジャパンについて 

株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内 19 ホテル、5,885 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：19／グループホテル総客室数：5,885 室／グループホテル総従業員数：約 2,018 名 

（2021 年 4 月現在） 

※国内 19 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/ 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 福岡中洲川端（福岡県博多区/183 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） 

 

 

 

 

 

 

【報道関係者からのお問い合わせ先】 

HMJ 広報事務局（㈱イニシャル内） 担当：小川・月代・岸本・宮田 

E-MAIL：hmj@vectorinc.co.jp TEL：03-6821-5730 FAX：03-5572-6065 

（小川携帯： 050‐5235‐5080、月代携帯：050-5236-0399） 


