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■ヒルトン⻑崎について

「ヒルトン⻑崎」は、

⼝とは、歩⾏者専⽤通路で直結し、

施設「出島メッセ⻑崎」に

圏内にあり、市内観光地へのアクセスも良好です。

スイートをはじめ

のゆとりあるスペースを確保。
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セレニティーベッドにより、最新の機能性と上質なくつろぎをご提供します。10・11 階の

エグゼクティブフロアにご滞在のお客様専⽤のエグゼクティブラウンジでは、ご朝食から

トワイライトまで、無料で楽しめる軽食やお飲物をご提供。6 階のフィットネスジムは、最

新のワークアウト機器を備えたリフレッシュスペースとして、併設の温浴施設にはサウナ

を備え、⻑崎の街並みを望む癒しのスペースとして、ご宿泊のすべてのお客様に無料でご

利⽤いただけます。 

この他に、⽴食で 300 名を収容し、壁一⾯の大きな窓から⻑崎駅の賑わいを望むバンケッ

トや、⻑崎のシンボル稲佐⼭を仰ぐチャペル、4 つのレストラン・バーなどを備え、⻑崎に

おける新しいライフシーンを彩ります。 

また、全世界のヒルトングループホテルで導入されている衛生基準「ヒルトン・クリーン

ステイ」により、チェックインからチェックアウトまで、お客様に清潔で安全な滞在をお

楽しみいただけるよう、⾼度な衛生環境で運営してまいります。 

 

 

 

 
 
 

デラックスルーム キング                         11 階 エグゼクティブラウンジ 

 

■ご予約受付開始について 

「ヒルトン⻑崎」では、2021 年 11 月 1 日の開業にさきがけ、本日 7 月 1 日（木）午前

10 時より、宿泊、婚礼及び MICE 関連宴会のご予約受付を開始いたします。 

 

 ＜ご予約はお電話またはウェブサイトから＞ 

お電話 ※ご希望のお部屋数によって電話番号が異なります 

・9 室までの個人宿泊のご予約は  

⇒ ヒルトン⻑崎 宿泊予約  095-829-5489 

・10 室以上の団体宿泊及び、婚礼、MICE 関連宴会のご予約、旅⾏代理店様からのご予約は 

⇒ ヒルトン⻑崎 開業準備室 050-3506-5959 平日 10:00〜17:00 (※土日祝日除く） 

ウェブサイト ※ご宿泊予約のみ 

⇒ ヒルトン⻑崎ホームページ：https://hiltonhotels.jp/hotel/kyushu/hilton-nagasaki 

（ウェブサイトからのご予約は 7 月中旬より承ります。また、婚礼、MICE 関連宴会のご予約は開業 

準備室へのお電話でのみ承ります。） 



【ヒルトン⻑崎 開業記念企画】 先⾏予約特典付き宿泊プラン 

デラックスルームのご料⾦で、10・11 階のエグゼクティブフロアへご滞在いただける、期

間限定の特別プランです。（1 日 10 組限定） 

ご予約期間：2021 年 7 月 1 日（木）〜 2021 年  8 月 31 日（火） 

販売期間 ：2021 年 11 月 1 日（月）〜 2021 年 12 月 20 日（月） 

 

 

 
 

※ご宿泊料⾦は、曜日や時期によって異なります。詳しくはお電話でお問い合わせいただくか、 

ホームページにてご確認ください。 

※上記料⾦にはサービス料及び税⾦が含まれております。 

＜プラン特典＞ 

10･11 階のエグゼクティブルームをデラックスルームの料⾦でご利⽤になれます。 

エグゼクティブルームにご滞在のお客様は、 

・専⽤のエグゼクティブラウンジをご利⽤いただけます。 

・エグゼクティブラウンジでは、ご朝食からトワイライトまで軽食やお飲み物を無料でご利⽤に

なれます。 

・ご朝食はエグゼクティブラウンジのほか、2 階「オールデイダイニングレストラン 

ディ・バート」もご利⽤になれます。 

 

【ホテル概要】 

名 称：ヒルトン⻑崎 

所 在 地：⻑崎県⻑崎市尾上町 4 番 2 号 

建物設置者：M&H ⻑崎ホテル合同会社 

運 営 者：株式会社グラバーヒル 

延床⾯積：20,300 ㎡ 

建物規模：地上 11 階 

客 室 数：200 室 

付帯施設：レストラン、フィットネスジム、温浴施設、バンケット、チャペル等 

構 造：鉄骨造 

PMｒｒ/CMｒ：株式会社⼭下 PMC 

設 計：基本計画・デザインコンサル：株式会社日建設計 

エグゼクティブルーム ご宿泊料⾦（1 名様当り） 

1 名 1 室ご利⽤時 ￥１９，９２０〜  

2 名 1 室ご利⽤時 ￥１２，０６０〜  



基本設計、実施設計（建築・構造）：清水建設株式会社 

基本設計、実施設計（設備）：株式会社九電工 

施 工：清水建設株式会社、株式会社九電工 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラバーヒルについて 

松藤グループ内のホテル事業会社として、現在⻑崎市内でフルサービス型外資系ホテルを運営し

ています。「⻑崎のベストホテルを目指す企業として、最も優れたサービスと商品を提供するこ

とにより、⻑崎の発展と人々の豊かでゆとりある生活と⽂化の向上に貢献する」の理念のもと、

⻑崎の発展に今後も貢献してまいります。 

 

松藤グループについて 

松藤グループは陸上輸送事業・海上輸送事業など運送・輸送業から始まり現在はホテル事業・輸

⻑崎の「和華蘭⽂化」を取り入れたビュッフェ料理を

提供する「オールデイダイニングレストラン ディ・

バート」 

鉄板焼き、天婦羅、寿司をひとつの空間で楽しむこと

ができる「日本料理 瓊鶴海（タマツルミ）」 

壁一⾯の窓から柔らかな陽光が差し込む、 

宴会場「キャプタインスカマー」 

柔らかなアーチと、温もりを感じさせるオーガニック

なしつらえが印象的なチャペル 



入⾞販売事業・不動産事業などをグループ全 15 社で展開しています。2020 年には法人創⽴ 70

年を迎え、今後も地域の発展に役⽴つ企業であり続けることで社会に貢献してまいります。 

詳細は https://www.matsufuji-gr.com/をご確認下さい。 

 

ヒルトンについて 

ヒルトンは、世界 119 の国と地域に 6,500 軒以上（100 万室以上）のホテルを展開しているホ

スピタリティ業界のグローバルリーダーです。ヒルトンは、世界で最もおもてなしの心に溢れた

企業であることをミッションに掲げ、これまで 100 年以上の歴史で 30 億人を超えるお客様を

お迎えしました。「2020 年版 働きがいのあるグローバル企業 世界ランキング」の上位企業と

して選ばれ、世界有数の ESG（環境、社会、ガバナンス）投資指標である「ダウ・ジョーンズ・

サステナビリティ・インデックス」で 2020 年世界的業界リーダーにも選出されました。2020

年には、新たな衛生・消毒基準である「ヒルトン・クリーンステイ

（https://www.hilton.com/ja/corporate/cleanstay/）」を策定し、全世界のホテルで導入し

ました。また、現在、18 のグローバル・ブランド・ポートフォリオを展開しています（日本で

は、コンラッド・ホテルズ&リゾーツ、ヒルトン・ホテルズ&リゾーツ、ダブルツリーby ヒルト

ン、キュリオ・コレクション by ヒルトンの 4 ブランド・17 軒のホテルを展開）。また、受賞歴

を誇るゲスト・ロイヤルティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ」の会員数は 1 億 1500 万人

以上を有し、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・オナーズ会員は、客室

を自分で選択できるデジタル・チェックイン、デジタル・キー（日本国内では一部のホテルでデ

ジタル・キーのご利⽤が可能ですが、事前にフロントでチェックイン⼿続きをする必要がありま

す）、コネクテッドルーム（日本では未導入）を会員登録直後からご利⽤いただけます。 

 

最新の情報はこちらをご覧ください。http://newsroom.hilton.com, 

https://www.facebook.com/hiltonnewsroom, 

https://twitter.com/hiltonnewsroom, 

https://www.linkedin.com/company/hilton, 

https://www.instagram.com/hiltonnewsroom/, 

https://www.youtube.com/hiltonnewsroom 

 

【本リリースに関するお問い合わせ】 
ヒルトン⻑崎開業準備室 広報マーケティング担当：⼩林 
ＴＥＬ：050-3506-5959 ＦＡＸ：095-829-5001  
E メール：naoki.kobayashi@hilton-nagasaki.com 


