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【ヒルトン東京お台場】 

都心のリゾート「お台場」でハワイ気分 
ロビーにはキャシー中島さんのハワイアンキルトの展示 

絶景の「テラスラウンジ」ではファイアーダンスやミュージックパフォーマンス開催 

 
 

【2022 年 6 月 24 日】ヒルトン東京お台場（東京都港区台場）は、2022 年 7 月 1 日（金）～8 月 31 日（水）の期間、ロビ

ーではタレントでキルト作家、キャシー中島さんのハワイアンキルトの展示をはじめ、ワークショップ、ハワイアンローカルフードフェ

ア、また「テラスラウンジ」ではミュージシャンによるライブ演奏や炎の演出“ファイアーダンス”など、ハワイを感じる盛りだくさんの

イベントを開催します。都心のリゾート、ヒルトン東京お台場でハワイアンムードに包まれる気分をご体感ください。 

 

●キャシー中島さんのハワイアンキルト展示 

“キャシーマム”こと、キャシー中島さんの作品のデザインは、明るい布合わせで、身も心も元気になる作品ばかりです。 

1820 年頃ボストンの宣教師の夫人たちの影響でスタートしたといわれるパッチワークは、今ではハワイを代表するクラフトワー

クで、別名“ハサミの芸術”と言われるほど、カッティングが勝負です。 

中心から放射状に花や果物をテーマにした模様が広がっていく独特の雰囲気をもった楽しいキルトで、シンプルな色の組み

合わせ、大胆にかたどったモチーフ、おおらかなキルトライン、手に取るとふっくらしたキルティングステッチの手触りが特徴です。 

 

ロビーにはハワイの花や葉の植物、海の生き物など独特のデザインをテーマにキャシー中島さんのハワイアンキルトを展示して

おります。 

また、ランチ＆ディナービュッフェをお召し上がりいただける「シースケープ テラス・ダイニング」ではゆったりくつろげるソファにキャシ

ー中島さんの監修によるハワイアンキルトのカラフルなクッションを配して館内を明るく南国風に演出しています。 

■期間: 7 月 1 日（金）～8 月 31 日（水） 

■場所：2F ロビーフロア パブリックスペース 



【キャシー中島プロフィール】 

ハワイ生まれ、横浜育ち。タレントとして活躍する一方で、パッチワーク作家として創作や指導

にあたっている。  

ハワイアンキルト、パッチワークキルトを中心に色彩豊かな作品を制作。静岡県御殿場市のキ

ルトミュージアムをはじめ、全国に5つのキルトスタジオを運営している。  

その芸術的才能は日本国内はもとより、パッチワークキルトの本場アメリカでのキルトコンテスト

にて数々の受賞歴があり高く評価されている。  

 

 

●選べるハワイアンワークショップ 

夏休みの宿題、特に「自由研究」は、お子様だけでなく親御さんにとっても悩みのタネになっているのではないでしょうか。 

ハワイアンをテーマにお選びいただいた日時で、一つの作品を一日で仕上げる約 60 分のワークショップを開催します。大人の

方もご参加いただけますので夏の思い出にご参加ください。「ランチビュッフェ」や「デザートビュッフェ」とセットにすることも可能で

す。 

■タオルポーチ作り 

キャシー中島さん監修のハワイアンキルト柄のタオルを使って針と糸を使い

ながらポーチを作ります。キャシー中島さん公認インストラクターによるワーク

ショップです。※写真はイメージです 

■日時： 

・7 月 15 日（金）12：15～13：15/15：15～16：15 

・8 月 6 日（土）14：15～15：15/17：15～18：15 

■料金：おひとり様 1,500 円（税金・サービス料込） 

■所要時間：60 分 

■定員：各 10 名様 

 

 

 

■ハワイアンドール作り 

リボンやお花などのアイテムを選んでカバンなどにつけられるオリジナルの人形

を作ります。針と糸を使わないので安全に作れます。 

 

■日時：8 月 27 日（土）14：15～15：15/17：15～18：15 

■料金：おひとり様 1,500 円（税金・サービス料込） 

■所要時間：60 分 

■定員：各 10 名様 

 

 

 

 

■シェルフォトフレーム作り 

自分で好みの貝殻や飾りつけを選び、思い出の写真を飾るフォトフレームを

作ります。 

■日時：8 月 28 日（日）12：15～13：15/15：15～16：15 

■料金：おひとり様 1,500 円（税金・サービス料込） 

■所要時間：60 分 

■定員：各 10 名様 

 

 

 

ハワイアンワークショップについて詳しくはこちらから 

https://www.hiltonodaiba.jp/plans/restaurants/6485 

お問合せ・ご予約は TEL：03‐5500‐5500（ホテル代表） 

 



●「テラスラウンジ」オープン！ 

東京の煌く夜景が目の前に広がる「テラスラウンジ」が 6 月 10 日にオープンしました。 

陽の光がさんさんと降り注ぐ日中、太陽が陰りはじめるたそがれ時、非日常を感じる「テラスラウンジ」で大切な方とご一緒

に、優雅なひとときをお過ごしいただけます。 

毎週、金曜日・土曜日には、ミュージシャンによるライブ演奏を開催いたします。 

ピアノやギター、チェロなど様々な楽器が奏でる美しい音色とともに、移ろうお台場の眺望をゆっくりとご堪能ください。 

 

■期間：営業中～10 月 30 日（日） 

※天候や状況に応じて、営業時間や開催日を変更させていただく場合がございます 

■時間：11：30～22：00 （ラストオーダー21：30） 

■場所：2F 屋外 テラスラウンジ 

■メニュー一例： 

フリーフロープラン（90 分制）  

1）ランチ＆ディナータイム （11:30～15:00/ 17:30～21:30）6,800 円      

モエ・エ・シャンドン モエ アンペリアル、シャンドン ガーデン スプリッツ、シャンドン スパークリングワイン（白・ロゼ）、白ワイン、

赤ワイン、ビール、ハイボール、ソフトドリンク（コーラ、ジンジャーエール、オレンジジュース、グレープフルーツジュース） 

 

2）カクテルタイム（15：00～17：30）5,250 円    

シャンドン ガーデン スプリッツ、シャンドン スパークリングワイン（白・ロゼ）、白ワイン、赤ワイン、ビール、ハイボール、ソフトドリ

ンク（コーラ、ジンジャーエール、オレンジジュース、グレープフルーツジュース） 

 

●ミュージシャンによるライブ演奏 

■期間：営業中～10 月 29 日（土） 毎週金曜日・土曜日 

■時間：19：00～/20：00～ 

■場所：2F 屋外 テラスラウンジ 
 

●迫力のファイアーパフォーマンス 

【八咫烏 RYO（ヤタガラス リョウ）プロフィール】   

日本屈指の炎と視覚芸術のパフォーマー。圧倒的な炎の演出を

行うファイアーパフォーマンスから、様々な道具を駆使したパフォー

マンススタイルでショーケースからストリートパフォーマンススタイルま

で幅広く活躍しているエンターテイナー。 

日本最大の雷光炎舞集団 「かぐづち」に所属し、指南役として、

技術指導、振り付け、演者として活動し、100人のステージから2

万人超のステージやCMの出演まで幅広くこなし、数多くの経験と

実績を残す。 

■日時: 7 月 3 日（日）、10 日（日）、18 日（月・祝） 

・19：40～20:10   

■場所：2F 屋外 テラスラウンジ ■料金：入場無料 

 

 



【同時開催：ハワイアンフードのご案内】 

ロコフードを中心にハワイの味をめいっぱい満喫してください。 

■ランチ＆ディナービュッフェ 

●期間：7 月 1 日（金）～8 月 31 日（水） 

●時間：  
【ランチ】11：30～13：00/13：30～15：00 （90 分制） 

【ディナー】17：30～19：00/19：30～21：00 （90 分

制） 

●料金： 

【ランチ】 

大人 5,500 円/お子様 3,300 円（平日） 

大人 6,000 円/お子様 3,500 円（土・日・祝） 

【ディナー】 

大人 6,800 円/お子様 4,100 円（平日） 

大人 7,500 円/お子様 4,500 円（土・日・祝） 

 

 

■スペシャルアフタヌーンティー「＃ヌン活」 

ホテルメイドのスコーンやサンドイッチを好きなだけお召し上がりいただけます。 

●期間：7 月 1 日（金）～8 月 31 日（水） 

●時間：13：00～15：00/15：30～17：30 （120 分制） 

●料金：大人 6,400 円 

 

■ハイティー（平日限定） 

カラフルなスイーツや、ロコフードを中心にハワイ色満載のハイティーです。 

●期間：7 月 1 日（金）～8 月 31 日（水） 

●時間：17：30～19：00/19：30～21：00 （90 分制） 

●料金：大人 4,900 円 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※お子様は小学生までとなります ※未就学児は無料です 

※表示料金には税金・サービス料が含まれております 

 

詳しくはこちらから 

https://www.hiltonodaiba.jp/plans/restaurants/6485 

◎政府からの要請によりレストランの営業時間変更等を行う場合がございます。その場合にはホームページ内にて随時お知

らせいたしますので、ご確認をお願いいたします。 

 

お問合せ・ご予約は TEL：03-5500-5580（レストラン総合案内）10：00～20：00 

スペシャルアフタヌーンティー「＃ヌン活」 平日限定開催のハイティー 



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（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/ 

 

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：2,084 名 

（2022 年 6 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） 


