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【ヒルトン成田】今年もテラス レストランにハロウィンシーズンが到来！ 

キュートなおばけやモンスタースイーツと地元千葉県産の秋食材で実りの秋を楽しむ 

～テラス レストラン ハロウィンマンス 2021～を開催

 

【2021 年 9 月 14 日】ヒルトン成田（千葉県成田市、総支配人：久保郁也）では、10 月 1 日（金）から 10 月 31

日（日）までの期間限定でテラス レストランにて「ハロウィンマンス 2021」を開催します。 

今年もテラス レストランに楽しいハロウィンシーズンが到来！地元千葉県の食材と秋の味覚で各国のアレンジ料

理を存分に味わえる今フェアでは、特製スパイスがやみつきになる“邪悪漂うジャークチキン”、真っ赤なパプリカソース

が印象的な“千葉県産白身魚のオーブン焼き”、ジャック・オー・ランタンの器に盛った“おばけかぼちゃのポテトサラダ”

のほか、秋食材をふんだんに使った多国籍メニューを約 40 種提供します。こわかわいいモンスタースイーツやかぼちゃ

の器に入ったプリン、竹炭で作った真っ黒なシュークリームなどハロウィン気分を盛り上げるデザートも日替わりで約 8



                               
種類ご用意しました。 

10 月 29 日（金）から 31 日（日）までの 3 日間はハロウィンビュッフェ本番♪スタッフが仮装をして皆さまをお迎え

し、お子様にはお菓子のプレゼントもご用意いたします。 

大人も子供も一緒になって「見て楽しむ・味で楽しむ」ヒルトン成田のハロウィンをぜひご家族のみなさまで満喫くださ

い。 

 

◆おすすめメニュー 

・邪悪漂う錦爽鶏（きんそうどり）のジャークチキン(下記写真左) 

シナモン、クローブ、ナツメグの香りを併せ持つといわれる「オールスパイス」をメインにした特製スパイスで味付けした鶏

肉を香りよく焼き上げた辛み・香り・爽やかさを味わえるシェフ自慢の一品。 

・魔女の窯で煮込んだロイヤル三元豚肩ロース肉のエピス風味 蜂蜜風味のセミドライフルーツ(下記写真中央) 

豚肉を香味スパイスと共に柔らかくジューシーに仕上げ、フルーツが入った甘辛い醬油ベースのソースとドライフルーツ

で旨味を引き出しました。 

・悪魔も大好き千葉県産白身魚のオーブン焼き トマト風味のパン粉とパプリカソース(下記写真右) 

その日おすすめの千葉県産鮮魚をオーブンでやわらかく焼き、トマト風味のパン粉をのせてサクっと仕上げました。 

赤ピーマンのピュレをベースに、オマール海老のコンソメと合わせたパプリカソースは、甲殻類の香り立つソースです。

 
 

・パープルパンプキン“モンスター”シフォン(下記写真左) 

切り分けるのをためらってしまうようなかわいいケーキはふわふわのバニラシフォンケーキの上に紫芋のモンブランペースト

をたっぷり絞りました。 

・スパイダーショコラ(下記写真中央) 

蜘蛛を模したコワかわいいチョコスイーツ。大きなおなかの中にはマンゴーやパッションフルーツ等のエキゾチックジュレが

詰まった酸味とチョコの甘みを楽しむ上品なビターショコラムースです。 

・ブラックベロシュー(下記写真右) 

竹炭で真っ黒に焼き上げたシュー生地にカスタードクリームとホイップクリームを挟み、ピンクのチョコレートでベロをかわ

いくつけました。 



                               

 

 

◆29 日～31 日の 3 日間は仮装して出かけよう♪ 

10 月 29 日（金）・30 日（土）・31 日（日）の 3 日間はハロウィン本番♪ハロウィン一色に飾られたレストランでは仮

装したスタッフがお出迎えします。 

仮装してご来館いただくと大人の通常料金から 20％OFF という嬉しい特典も。 

 

 
 

 

◇ハロウィンビュッフェ期間中はスフレパンケーキを提供 

 

テラス レストランで大人気のフレンチトーストエリアでは

29 日～31 日の期間限定でランチ/ブランチタイムにス

フレパンケーキをご用意します。 

地元千葉県産の乳製品と卵を使用したふわふわに焼

き上げたスフレパンケーキには赤ワイン・砂糖・レモン果

汁で煮詰めたリンゴソース、見た目の色があたかも毒リ

ンゴ？と思わせるソースに仕上げています。 

 

 

 

 

 

スフレパンケーキ 毒リンゴ？魔女特製レッドアップルソース 



                               
 

◆「テラス レストラン ハロウィンマンス 2021」概要 

 

【プレハロウィンビュッフェ】 

期間：2021 年 10 月 1 日（金）〜10 月 28 日（木）  

 

【ハロウィンビュッフェ】 

期間：2021 年 10 月 29 日（金）・30 日（土）・31 日（日）の 3 日間限定 

・ハロウィンビュッフェ期間中、仮装してご来館されると大人料金より 20％ご優待いたします。 

・お子様にはお菓子のプレゼントあり。 

 

会場：テラス レストラン（1 階） 

◇ランチビュッフェ：平日 11:30〜14:00 

大人 3,900 円 小学生 2,100 円 幼児 1,200 円 

◇ヒルトンブランチ：土・日・祝日 11:30〜14:30  

大人 4,300 円 小学生 2,200 円 幼児 1,200 円 

◇ディナービュッフェ：土・日・祝日 17:30〜20:00 

大人 4,900 円 小学生 2,500 円 幼児 1,300 円 

※ハロウィンビュッフェ期間中は料金が変更となります。詳しくは下記 URL よりご確認ください。 

 

プランの詳細およびご予約・お問合せ先： 

ヒルトン成田 レストラン予約 TEL: 0476-33-0333（直通） 

ウェブサイト： 

プレハロウィンビュッフェ：https://www.hiltonnarita.jp/plans/restaurants/646 

ハロウィンビュッフェ：https://www.hiltonnarita.jp/plans/restaurants/647 

 

※営業形態につきましては、緊急事態宣言・蔓延防止等重点措置など行政からの要請により変更になる場合がござい

ます。 

※各ビュッフェともに 3 歳以下は無料です。 

※表記料金には税金・サービス料が含まれております。 

※都合により食材及びメニューは変更させていただく場合がございます。 

※食物アレルギーをお持ちのお客様は、料理注文の前にレストランスタッフまでお申し付けください。 

※写真はイメージです。 

 

◆ビュッフェ開催についてホテルの取り組み 
テラスレストランでは皆さまに安心してお食事を楽しんでいただけるよう「ヒルトン・クリーンステイ」対策を徹底しております。 
ゆったりと配席した広々とした店内で、快適なお食事の時間をお過ごしください。 
・入口で検温を行い、消毒液を設置しております。 
・分散してお客様をビュッフェ台へご案内しております。 

https://www.hiltonnarita.jp/plans/restaurants/646
https://www.hiltonnarita.jp/plans/restaurants/647


                               
・ビュッフェ台には飛沫対策ガードを設置しております。 
・テーブル間、および卓上には飛沫防止のため、アクリル板を設置しております。 
・エンボスグローブをお客様へお渡し、料理をお取りの際は着用をお願いしております。 

 

### 

ヒルトン成田について 

ヒルトン成田は成田市のほぼ中心に位置し、成田国際空港まで無料シャトルバスで 15 分。1 万坪の緑豊かな敷

地にたたずむ贅を尽くしたホテルは、548 室のゲストルーム。5 名から 1,100 名まで収容可能な 18 のミーティングルー

ムを備えています。リゾート感覚とビジネスサポートの機能を兼ね備えたアーバンリゾートホテルとして、国内外のお客

様から好評をいただいております。近郊には数々の有名なゴルフコースや成田山新勝寺などがあり、レジャーにもビジ

ネスにも絶好のロケーションです。 

 
 

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 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」、「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：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 2,010 名 

（2021 年 9 月現在） 

※国内 22 ホテル 

https://hiltonhotels.jp/hhonors
https://hiltonhotels.jp/
https://newsroom.hilton.com/hhr
https://www.facebook.com/Hilton/
http://www.twitter.com/HiltonHotels
http://www.instagram.com/hiltonhotels/


                               

 

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）、オキナワ マリオット 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】 

株式会社ホテルマネージメントジャパン広報事務局（株） 

イニシャル内 / 担当：岸本・月代・小川・宮田 

TEL：03-6821-5730 FAX：03-5572-6065 

E-mail：hmj@vectorinc.co.jp 

mailto:hmj@vectorinc.co.jp

