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【ヒルトン成田】 

「Christmas Cake Selection 2022」 

全 5 種をラインアップ 

2022 年 11 月 1 日（火）より予約開始 
～とびきり甘い「シャインマスカットのレアチーズケーキ」が初登場！～ 

 
 

【2022 年 10 月 4 日】ヒルトン成田（千葉県成田市 総支配人：久保郁也）では 2022 年 11 月 1 日（火）よりクリスマスケーキの

予約販売を開始します。 

2022 年のクリスマスケーキは初登場となるシャインマスカットを使用したケーキとフレジェが加わり、全 5 種のケーキをクリスマスにお届

けします。クリスマス限定のスペシャリテは 1 階「テラス レストラン」内テイクアウトショップ「パティセリ」で 12 月 23 日（金）～25 日

（日）の 3 日間、店頭でのお受け取りが可能です。 

 

ケーキのラインアップは、苺をふんだんに使用した毎年人気のショートケーキほか、苺のミルフィーユ、フルーツタルトに、今年の新商

品、シャインマスカットのレアチーズケーキとフレジェの全 5 種です。 

 

ヒルトン成田の今年のクリスマスカラーは赤、白、シルバーの 3 色をメインとして、クリスマスは“家族でスタンダードなクリスマスを過ご

す”ことをコンセプトにサンタクロースの赤、クリスマスに降る雪のイメージの白、雪に光が反射して煌めくシルバーをテーマカラーにクリ

スマスシーズン第 1 弾のクリスマスケーキをご用意しています。 

 

トラディショナルなクリスマスを演出するケーキは直径 15cm～18cm のサイズで少人数から大人数でお召し上がりいただける品ぞろ

えです。お友達やカップルで過ごすパーティーやご自宅でのファミリーパーティーに彩りを添える、華やかなケーキでクリスマスをお楽し

みください。 
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■ヒルトン成田 「Christmas Cake Selection 2022」概要 

 

・シャインマスカットのレアチーズケーキ 

9,800 円【数量限定 10 台】（φ15cm/H 約 5cm） 

 
シャインマスカットは上部の枝に近い果実から熟すと言われており、一房の上部分を選り分け、甘く、爽やかなシャインマスカットとな

めらかで濃厚なレアチーズケーキの甘味と酸味の組み合わせがベストマッチな一品です。仕上げに大小さまざまなアラザンをちりば

めクリスマスの華やかさを演出しています。 

 

・苺のミルフィーユ 

4,800 円（W15cm/D10cm/H 約 5cm） 

 
銀座で長年愛された、有名フランス料理店での料理長を務めた、齋藤裕之（現：ヒルトン成田総料理長）が秘伝のレシピで作っ

た「苺のミルフィーユ」を再現しました。フランス産バターを練り込んだサクサクのパイ生地に、コアントローの上品な香り漂うカスタード

クリームをたっぷりサンドしています。キラキラ輝く甘酸っぱい苺と、甘さを抑えたクリームのマリアージュをお楽しみください。 

 

・フルーツタルト 

5,500 円（φ18cm//H 約 3cm） 

 



クリスピーなタルト生地にアーモンドパウダーとカスタードクリームをのせ、苺、メロン、キウイ、マンゴー、ピンクグレープフルーツ、オレン

ジ、ブルーベリー、フランボワーズ、8 種のフルーツをモザイクのように並べたタルトです。 

色鮮やかで華やかな見た目と冬にトロピカルなフルーツを食す楽しみをクリスマス限定でご堪能ください。 

 

・フレジェ 

5,800 円【数量限定 10 台】（φ15cm/H 約 5cm） 

 
「フレジェ」はフランス語で「苺の木」を意味し、苺をふんだんに使用したケーキを表します。日本では生クリームと苺を使用したショー

トケーキが通常ですが、フランス版のショートケーキと呼ばれている「フレジェ」はふんわり軽めの生クリームを使うショートケーキに対

し、カスタードクリームとバタークリームを混ぜ合わせた甘いムースリーヌと苺の酸味が特長の一品です。 

 

・苺のショートケーキ 

3,800 円（φ15cm/H 約 5cm） 

5,800 円（φ18cm/H 約 5cm） 

 

 
 

スポンジに苺をサンドし生クリームでコーティングをしたスタンダードなショートケーキをサイズ違いで 2 種ご用意しています。 

毎年、大人気のショートケーキは小人数から大人数までお楽しみいただけます。 

 

 

 

総料理長  齋藤裕之（さいとう ひろゆき）  

1977 年（株）箱根観光ホテル入社。80 年マキシム・ド・パリ（株）入社。初代料理長浅野和夫

氏（第 5 代日本エスコフィエ協会会長）や歴代フランス人シェフのもとで修行を積む。98 年副料理

長就任。2002 年料理長就任。15 年ヒルトン成田総料理長就任。また、エスコフィエ協会正会

員、フランス料理アカデミー会員。 

トック・ブランシュ国際倶楽部理事兼東日本地区委員長など多くの肩書きを持つ。 

 

 

 



 

■クリスマスケーキ販売概要 

【予約期間】2022 年 11 月 1 日（火）～12 月 16 日（金） 

【販売場所】「パティセリ」 （ヒルトン成田 1 階「テラス レストラン」内） 

【お引渡し日時】2022 年 12 月 23 日（金）～25 日（日）10：00～21：00 

【WEB サイト】https://www.hiltonnarita.jp/plans/restaurants/769 

【お問合せ・ご予約】 
レストラン予約： TEL:0476-33-0333 （受付時間 10：00～18：00） 

 

※料金には消費税が含まれております 

※当商品は、食物アレルギーの対応はいたしかねます。予めご了承ください 

 

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。 

ヒルトン成田に関する詳細は https://www.hiltonnarita.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

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：2,235 名 

（2022 年 9 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】 

株式会社ホテルマネージメントジャパン 

担当：営業企画 浦辺、柏﨑、竹原、舟木、菊地  

E-mail：contact_others@hmjkk.co.jp 

TEL：03-6422-0510（代表）（平日 10:00-17:00） 
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