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【ヒルトン成田】 

赤と白とシルバーでスタンダードなクリスマスを！ 

12 月 23 日（金）～25 日（日）は「クリスマススペシャルビュッフェ」 

サンタクロースとマジシャン、バルーンアーティストがやってくる 3 日間 

 
～「ウィンタービュッフェ」は 2022 年 11 月 1 日（火）～12 月 22 日（木）開催～ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【2022 年 10 月 5 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 12 月 23 日（金）から 25 日（日）の 3

日間、1 階「テラス レストラン」で「クリスマススペシャルビュッフェ」を開催します。 

 

「クリスマススペシャルビュッフェ」のディナータイムの目玉商品はハレの日にかかせない「オマール海老のテルミドール風」。シェフが直接

足を運び、買い付けてきたオマール海老をハーフにし、殻をお皿に見立てマッシュルームをはじめ、きのこや肉厚のオマールを一口大

にカットした身肉を載せ、ホワイトソースと合わせています。1 つの殻の中で風味と旨味が楽しめるテルミドールはフェスティブシーズン

の気分を盛り上げるメニューの一つです。 

 

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 色をメインとしています。“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久しぶり

に外でクリスマスを楽しむ、家族でシンプルなクリスマスをお過ごしください。第 1 弾のクリスマスケーキに続き、第 2 弾は「クリスマスス

ペシャルビュッフェ」をご用意しました。 

 

さらに、23 日（金）から 25 日（日）のディナータイムには各テーブルにサンタクロースとトナカイ 2 匹が現れ、一緒に写真撮影やお子

様へプチギフトサービス、また、マジシャンやバルーンアーティストが交互にお客様のテーブルにお伺いします。プライベートパフォーマー

が目の前で繰り広げるテクニックをお楽しみいただけます。 



■「クリスマススペシャルビュッフェ」概要 

●期間：2022 年 12 月 23 日（金）〜25 日（日） 

●時間：予約優先  

ヒルトンブランチ ：11:30〜14:30 

ディナービュッフェ ：第 1 部 17：00〜19：00/第 2 部 19：45〜21：45 ともに 120 分制 

●料金： 

ヒルトンブランチ  ：大人 5,500 円 小学生 2,700 円 幼児 1,300 円 

ディナービュッフェ  ：大人 8,500 円 小学生 4,200 円 幼児 2,100 円 

 

■「クリスマススペシャルビュッフェ」料理メニュー紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ディナービュッフェ限定です 

 

■「クリスマススペシャルビュッフェ」デザートメニュー紹介 

 

赤、白のクリスマスカラーでご用意したデザートは全部で 8 種。苺とホイップクリームやカスタードクリームで仕上げたシフォンケーキや

エクレアなど日替わりでご提供いたします。 

 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

セロリラブと野菜のカクテルグラス 

 キャビア添え※ 
自家製パウンドケーキとトマトのコンフィ カラフルトマトとモッツァレラチーズの 

クリスマスカプレーゼ 

和牛のサーロインステーキ※ オマール海老のテルミドール風（お一人様 1 皿）※ 

ストロベリーシャルロット ネイキッド   ストロベリー パリ・ブレスト



※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 

※都合により食材およびメニューは変更させていただく場合がございます 

※割引対象外とさせていただきます 

※ご予約・お問合せはヒルトン成田 レストラン予約 TEL: 0476-33-0333（直通） 

ウェブサイト：https://www.hiltonnarita.jp/plans/restaurants/763 

 

■クリスマスのパフォーマーたち 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

～2022 年 11 月 1 日（火）～12 月 22 日（木）は「ウィンタービュッフェ」開催～ 
 

プレクリスマスシーズンに冬のごちそうを集めた「ウィンタービュッフェ」を開催します。料理をひきたてる赤と白、シルバーをメインカラーに

料理 20 数種、デザート 9 種全 30 種が食べ放題です。バゲットを鉄板で焼き、お好みのソースで食べるトロトロのフレンチトースト

やお子様用のビュッフェ、キッズコーナーや鉄板コーナーなどがおすすめです。 

 

 
 

 

 

マジシャン 

サーヤ 

バルーンアーティスト 

ごっちくん 



■「ウィンタービュッフェ」概要 

●期間：2022 年 11 月 1 日（火）～12 月 22 日（木） 

●時間： 

ランチビュッフェ ：11:30〜14:00（平日） 

ヒルトンブランチ ：11:30〜14:30（土・日・祝） 

ディナービュッフェ ：17:30〜21:00（土・日・祝） 

●料金 

ランチビュッフェ ：大人 4,200 円 小学生 2,100 円 幼児 1,200 円 

ヒルトンブランチ ：大人 4,600 円 小学生 2,300 円 幼児 1,200 円 

ディナービュッフェ ：大人 5,200 円 小学生 2,600 円 幼児 1,300 円 

※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 

※都合により食材およびメニューは変更させていただく場合がございます 

 

※ご予約・お問合せはヒルトン成田 レストラン予約 TEL: 0476-33-0333（直通） 

ウェブサイト：https://www.hiltonnarita.jp/plans/restaurants/762 

 

 

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） 


