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【ヒルトン東京お台場】 

大好評を博したパープルのデザートビュッフェに続き 

老舗フローリスト「YOUKAEN（ユー花園）」が客室をプロデュース！ 

 

「マダム紫（ゆかり）のセクシーベッドルーム」12 月 6 日（月）より販売開始 

 
 

【2021 年 12 月 1 日】ヒルトン東京お台場（東京都港区台場/総支配人：加藤 大輔）は、都内に多数の拠点を持ち、創

業 50 周年を迎えるフローリスト「YOUKAEN」とタッグを組み、紫の花々をメインに使用し、妖艶な雰囲気が漂う「マダム紫

（ゆかり）のベッドルーム」（ステイプラン）を 2021 年 12 月 6 日より販売を開始いたします。 

 

1 日 1 室限定の「マダム紫（ゆかり）のベッドルーム」は 9 月から 10 月に「YOUKAEN」が装飾をプロデュースし、大好評を博し

たパープルのデザートビュッフェ「Fleur‐de‐Femme (フルル・ド・フェム)」に続き、第 2 弾のコラボレーションとなります。 

“紫”は情熱の“赤”、沈静の“青”を混ぜ合わせた相反する色が共存するカラーで、“動”と“静”、“妖艶”と“無垢”といった、

二面性を持つ魅惑的な女性をイメージしています。高貴で優雅、神秘的でミステリアスな彼女のベッドルームをイメージした、

紫の花に飾られたゴージャスなお部屋に仕上げました。シャンデリアの灯りだけで東京湾に浮かぶレインボーブリッジを眺めなが

ら優雅に過ごすような、セクシーでミステリアスな“マダム紫（ゆかり）”の気分を味わえる、非日常空間をぜひヒルトン東京お台

場でお楽しみください。 

 

 



■フローリスト「YOUKAEN」からの花言葉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

紫（ゆかり）は縁の色といわれています。紫(ゆかり)の由来は 1 本咲いている紫草を見て、貴重でいとおしく、その花が咲いて

いる場所や、風景、関係するもの全てに愛情を感じる事からとされています。 

それにあやかって、かすみそうや、薔薇、紫陽花などを紫色に染め、美しい大人の空間を、お台場の風景と共に楽しんでいた

だき、愛おしいご宿泊の思い出にしていただければと YOUKAEN はコメントしています。 

 

淡紫のスターチス・・・・上品・おしとやか 

かすみそう・・・・清らかな心・無垢 

紫の薔薇・・・・気品・誇り・高貴・上品 

紫陽花・・・神秘的 

 

 

■お部屋には紫色のクラフトカクテル「koyoi」を・・・ 

koyoi は、バーの本格的な味を簡単に楽しめる、 

低アルコールのクラフトカクテルです。 

アルコール度数 3％の低アルコールで、酔い過ぎることなく、 

適度な“小酔い”で、心地よい時間を楽しむことができます。 

また、保存料、人工甘味料、着色料を使用しないナチュラル製

法で仕上げています。 

今回ご用意するのは koyoi の人気商品「Herbal detox」です。 

ラベンダーの香りと味がシンプルに際立つハーブティ-のような紫色

のクラフトカクテルです。ハーバルなジンと癒し効果もあるラベンダー

をベースにレモンの酸味を加えて飲みやすく 

アレンジしています。安らぎの一杯としてお召し上がりください。 

 

Koyoi ブランドサイト： https://koyoi.jp/shop 

 

 

 



■「マダム紫（ゆかり）のセクシーベッドルーム」概要 

レインボーブリッジや東京タワーといった壮大でロマンティックな 

眺望が魅力の客室です。バスルームでゆったりとした時間を 

過ごした後は、窓際のソファでお寛ぎください。四季折々と、 

また刻一刻と変化する東京湾の景観をご堪能いただけます。 

 

●客室について 

広さ：40 平米（プライベートバルコニー付） 

ベッドサイズ：ハリウッドツイン（200 ㌢ X240 ㌢） 

定員：1～2 名様 

 

●販売期間： 

予約期間 2021 年 12 月 6 日（月）～2022 年 3 月 28 日（月） 

宿泊期間 2021 年 12 月 9 日（木）～2022 年 3 月 31 日（木）  

※1 日 1 室限定 

 

●プランに含まれるもの：  

・紫色のクラフトカクテル「Koyoi」 360mlX2 本  

・紫色のデザートを加えたハイティーをルームサービス  

 

▼ハイティーイメージ ※季節によりメニューは変更となります 

 

 

●料金： 

大人 2 名様利用 1 室 50,000 円～   

※表示料金には税金・サービス料・宿泊税が含まれております 

 

 



詳しくはこちらから https://www.hiltonodaiba.jp/plans/rooms/6379 

お問合せ・ご予約は TEL：03-5500-5500（ホテル代表） 

 

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/  

 

YOUKAEN ついて 

YOUKAEN は「花のもたらす喜びを世界中に伝えられる集団になろう」をビジョンとして掲げ、「デザイン力」「人間力」「機動力」を培ってき

ました。一歩先をゆく花の可能性、クリエイティブの追及を行うデザイン集団です。独創的なアートと花空間の創造、そしてウェディングシー

ンやライフシーンのスタイルを提案しています。 

https://www.youkaen.com 

https://www.instagram.com/youkaen_wedding/ 

https://www.instagram.com/c.design.youkaen/ 

 

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。 

https://www.hiltonodaiba.jp/, https://www.instagram.com/hilton_tokyo_odaiba/, https://www.facebook.com/hiltonodaiba  

https://twitter.com/hiltonodaiba 

 

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約 600 軒

のホテルを展開しています。ヒルトン・ホテルズ&リゾーツのご予約は、公式サイト（www.hiltonhotels.jp）または業界をリードするヒ

ルトン・オナーズのモバイルアプリから。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。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 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：約 1,996 名 

（2021 年 12 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） 

 

【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 


