
  
報道関係者各位                                            2022 年 2 月 22 日                                                                                     

【報道関係者からのお問い合わせ先】 
ヒルトン名古屋  

マーケティング コミュニケーションズ  
平野・有坂 

TEL: 052-212-1263 
  Email：naghi_pr@hilton.com 

ヒルトン名古屋 開業 33 周年記念 
皆様に感謝の気持ちを込めて特別プランを販売 

 

ヒルトン名古屋（愛知県名古屋市中区栄 1-3-3、総支配人スニット・ラージャン）は、1989 年 3 月 1 日に開業を

し、今年 33 周年を迎えます。開業した月や所在地など、3 という数字にゆかりのある当ホテルが、33 周年という節

目を皆様と祝うと共に感謝の気持ちを込めて、2022 年 2 月 27 日(日)から 2022 年 3 月 31 日(木)までの 33 日

間、宿泊、レストラン、フィットネス、婚礼、宴会で特別なアニバーサリープランを販売いたします。 
本周年を盛り上げるアクティビティとして、1 階オールデイダイニング「インプレイス 3-3（スリースリー）」では、デザートビ

ュッフェご招待券や、「カフェ 3‐3（スリースリー）」の人気テイクアウト商品などが当たる、1 会計につき 1 回くじ引きが

引けるラッキードローキャンペーンを開催いたします。また、開業日当日 3 月 1 日(火)には、ホテルの窓に「33」とライ
トアップを予定しています。 
皆様と一緒にこの素晴らしい記念の喜びを分かち合うと共に、これからも皆様が安心してヒルトン名古屋をご利用い

ただけるよう邁進してまいります。 

【ヒルトン名古屋 開業 33 周年アニバーサリープラン詳細】 
2 月 27 日(日)～3 月 31 日(木)のアニバーサリー期間に、次の特別プランを販売いたします。 
詳細・ご予約：https://nagoya.hiltonjapan.co.jp/restaurants/lp/33years-of-hospitality 
 

■宿泊 
ヒルトン名古屋 33 周年アニバーサリー宿泊プラン 
スイートルーム&エグゼクティブルームが 33%OFF のスぺシャルオファー 
対象客室：   スイートルーム、エグゼクティブルーム 
ご予約期間：  2022 年 2 月 27 日(日)～3 月 31 日(木) 
ご宿泊期間：  2022 年 3 月 1 日(火)～8 月 31 日(水) 
特典：    ・朝食ビュッフェ付 (1 階「インプレイス 3-3」)    ・Wi-Fi 無料 
    ・エグゼクティブラウンジ                 ・フィットネスセンター(プール・サウナ・ジム)無料 
注意事項：   ・キャンセル、返金不可                           ・ご宿泊の 3 日前までの日付変更可 

          ・空室状況によりご利用いただけない場合がございます。      ・ヒルトン・プレミアムクラブ・ジャパン（HPCJ）の宿泊対象外となります。 
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■レストラン 
ヒルトン名古屋 33 周年アニバーサリープラン 

【1 日 10 名様限定】通常料金から 33%OFF のスぺシャルオファー 

ご予約期間：  2022 年 2 月 22 日(火)～3 月 31 日(木) 
対象店舗：   1 階 オールデイダイニング「インプレイス 3-3（スリースリー）」 
     3 階 中国料理「王朝」 
内容                                                                     ※税金・サービス料込み 

インプレイス 3-3 王朝 
ランチ＆ディナービュッフェ 

平日     5,500 円→3,600 円 

土日祝日   6,000 円→4,000 円 

ストロベリーデザートビュッフェ 「Back to Strawberry」
木～日祝日    4,900 円→3,200 円 

※3 月 17 日(木)～4 月 3 日(日)の期間は毎日開催いたします。 

ランチ： カジュアルオーダーバイキング「王朝の味覚」 

平日    7,500 円→5,000 円 

     スペシャルハイティーセット付 オーダーバイキング  

 土日祝   8,000 円→5,300 円 

ディナー：プレミアムオーダーバイキング「王朝の味覚」 

     16,500 円→11,000 円 
注意事項：   ・ウェブ予約限定プランです。                  ・他割引、特典との併用は不可です。                
   ・お子様は通常料金にてご案内いたします。         ・金券はご利用いただけません。 

■フィットネス 
ヒルトン名古屋 33 周年新規入会キャンペーン 
アニバーサリー期間にご入会もしくはご紹介いただいた方に次の特典をご用意 
対象場所：  7 階 フィットネスセンター 
特典：ご入会特典：入会金 33％OFF 495,000 円 → 331,650 円（税込）     
            ※年会費 275,000 円（税込）が別途必要となります。 
    ご紹介者特典：お食事券 33,000 円分 
            ※館内レストランでご利用いただけるお食事券です。 
■婚礼 
ヒルトン名古屋 33 周年アニバーサリーウエディングプラン 
【10 名様 330,000 円】の特別価格で叶える結婚式プラン 
お申込期間： 2022 年 2 月 27 日(日)～8 月 31 日(水) 
挙式期間：  2022 年 2 月 27 日(日)～12 月 31 日(土) 
特典：  ・結婚式当日ご利用ハネムーンルームをスイートルームへアップグレード 
       ・挙式の半年前よりジム利用可能 
       ・スカイチャペルでの挙式料 50％OFF 
       ・衣裳代がすべて定価の 20％OFF、等 
■宴会 
ヒルトン名古屋 33 周年アニバーサリーミーティングプラン 
最大 10 名様までのミーティングプランを特別価格(33,000 円～)にて販売 
対象宴会場：  小宴会場 
基本内容：   ・4 時間／最大 10 名様のご利用 
           ※終日ご利用の場合、延長料金にてご案内いたします。 
               ※11名様以上でのご利用の場合、ご相談に応じます。 

          ・会議室料 
          ・コーヒー・紅茶（時間内フリードリンク） 
オプション（有料）：プロジェクター・スクリーン、ホテル共有回線、ランチ、宴会に伴う宿泊費等、33%OFF でご利用

いただけます。 



### 

ヒルトン・クリーンステイ対策 
・ライブステーションでは、シェフやスタッフが直接お渡しするスタイルで提供します。お客様がご自身で料理を取る

際には、紙製トングカバーのご使用を推奨しています。また、料理を取る前、ドリンクバーを利用する前は必ず

アルコール消毒剤での手指の消毒をお願いします。 
・お客様には、お食事中以外の時間（席を離れる時、料理やドリンクを取りに行く時、その他店内を移動する時） 
はマスクの着用をお願いします。 

・隣りのお客様との間隔を確保して着席いただくようにしています。 
・ビュッフェのコーナーごとにお客様が並ぶ位置、動線を設定しています。 
・入口をはじめ、店内複数箇所にアルコール消毒剤を設置、ご来店時に検温をお願いしています。 
・店内にハンドウォッシュステーション（手洗い場）を設置しています。 

また、チームメンバー（従業員）は手洗い・うがい、アルコール消毒剤の使用、マスクの着用、テーブルや椅子・公共ス

ペースの頻繁な清掃を徹底、調理スタッフおよびビュッフェテーブルにて料理の取り分けを行うスタッフはマスクと手袋

を着用し、お客様とチームメンバーの安全と健康を第一に営業します。 
 
ヒルトンの新たな衛生基準となる「ヒルトン・クリーンステイ」の詳細はこちらをご覧ください。 
https://www.hilton.com/ja/corporate/cleanstay/ 
 
ヒルトン名古屋について  
ヒルトン名古屋は、世界展開を続けるホテルチェーン、ヒルトン・ホテルズ＆リゾーツのホテルの一つとして平成元年

（1989 年）3 月 1 日に名古屋市内初の外資系ホテルとして誕生し、2019 年 3 月に 30 周年を迎えました。名古

屋市内のビジネスエリア・伏見に位置し、充実した施設と、“ヒルトンスタンダード”といわれる高水準のサービスを誇る

ファーストクラスのホテルです。9 階から 27 階までが客室となり、スイートを含む全 460 室の客室からは、名古屋市

街を一望できます。障子と襖を使用し国際的ながらも日本の情緒をインテリアに取り入れた客室には、全室有線

／無線インターネットアクセスが完備されています。また、館内には、2018 年 12 月にオープンしたオールデイダイニン

グ「In Place 3-3（インプレイス スリー・スリー）」や中国料理「王朝」を含むレストラン＆バーを備えています。その他、

最大 1,200 名まで収容可能な大宴会場と小中宴会・会議室、ウエディング・チャペル、室内プール、ジム、サウナ、

屋外テニスコートなどを完備した 24 時間営業のフィットネスセンター、並びに地下駐車場など、多目的ホテルとして

十分な機能を備えています。ヒルトン名古屋に関する詳細は hiltonnagoya.jp をご覧ください。 
 
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 軒以上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

（https://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/ 
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