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【ヒルトン成田】 

別荘地に来たかのような贅沢なプライベート空間で極上のバーベキューを堪能 

1 日 2 組限定「コールマンラウンジ」 

2023 年 5 月 3 日（祝・水）、4 日（祝・木）、7 日（日）にオープン 

3 月 23 日（木）より予約受付開始 

 
 

【2023 年 3 月 23 日】ヒルトン成田（千葉県成田市 総支配人：久保郁也）とニューウェルブランズ・ジャパン合同会社コールマン

事業部（以下略：コールマン）は頭上に飛行機が行き交うダイナミックな景色、広い星空を眺められる最高のロケーションの中、ホテ

ル中庭の高台に設置されたコールマン製品を使用して作られたプライベート空間で極上のバーベキューが楽しめる「コールマンラウン

ジ」を、ゴールデンウィーク期間の 2023 年 5 月 3 日（祝・水）、4 日（祝・木）、7 日（日）にオープンします。 

 

「コールマンラウンジ」では日々の暮らしの中でもキャンプを通じて得られる自然の恵みや、家族、友人とのつながりを感じることので

きるキャンプスタイル「ホームチルキャンプ」を提案しています。難燃素材でカバーされた適度な反発性で快適な「エアカウチ」ほか、コ

ールマン製品を中心として特別設置された森の中にラグジュアリー感あふれるプライベートな空間を演出しています。芝生の上にラ

グを敷き、まるでリビングのような寛ぎの中、昼間は青空の下で頭上を飛ぶダイナミックな飛行機、夜は星空を眺めながら自然のプ

ラネタリウムをご覧いただけます。 

「コールマンラウンジ」は 2 サイト設置しており、1 サイトに「エアカウチシングル」を 2 脚、「エアカウチダブル」を 2 脚ご用意し、大人 4

名～6 名様までご利用いただけます。お召し上がりいただけるバーベキューは“神戸ビーフ”や“鮑”などワンランク上の高級食材と高

台下で同時開催しているガーデンバーベキューのビュッフェも食べ放題。自然の中で味わう極上バーベキューを存分にお楽しみくだ

さい。 

都心から車で約 60 分、都会からほど近い場所で、まるで別荘地に来たかのような贅沢なひとときをお過ごしいただけます。 



 

■コールマンラウンジ専用ガーデンバーベキュー 

 

 

■メニュー： 

神戸ビーフ（お一人様 150 グラム）、スペアリブ、鮑、ソーセージ、アコーディオンポテトの盛合せ、ヒルトン成田オリジナルのフレンチト

ーストさらに 30 種以上のバーベキューメニュー食べ放題＋ ビール、ワイン、スパークリングワイン、ソフトドリンク飲み放題 

■開催期間： 

【ゴールデンウィーク期間】 

・5 月 3 日（祝・水）ランチ/ディナー 

・5 月 4 日（祝・木）ディナー 

・5 月 7 日（日）ランチ 

■時間： 

ランチ  ：11:30〜14:30 

ディナー ：18:00〜21:00 

■料金： 

ランチ、ディナー共通 ：大人 15,000 円 小学生 10,000 円  

■利用人数：1 テント 大人 4～6 名 

■テント数：2 サイト 

※雨天または強風など悪天候の場合は、営業を中止とさせていただきます 

■■■■ガーデンバーベキューも同時開催！■■■■ 
「コールマンラウンジ」のほか、敷地内には約 80 席をご用意してガーデンバーベキューをお楽しみいただけます。過ごしやすい春の季

節にアウトドアでバーベキューをお楽しみください。 

■メニュー 

ビーフ、チキン、ポーク、サラダ、デザート、ヒルトン成田オリジナルのフレンチトースト、30 種以上のバーベキューが食べ放題 

ビール、ワイン、スパークリングワイン、ソフトドリンク飲み放題 



■料金： 

大人  7,000 円（事前予約）6,500 円 

中学生以上（アルコール無） 6,000 円（事前予約）5,500 円 

小学生  3,500 円（事前予約）3,000 円 

●ご予約・お問合せはヒルトン成田 : 0476-33-1121（代表） 

ウェブサイト：https://www.hiltonnarita.jp/plans/mice/794  

※表記料金には税金・サービス料が含まれております 

 

■■■■宿泊プラン■■■■ 
【1 日 2 組限定】コールマンラウンジ宿泊プラン 

■販売期間： 

予約期間 2023 年 3 月 23 日（木）～ 

宿泊日：2023 年 5 月 3 日（祝・水）/2023 年 5 月 4 日（祝・木） 

■特典： 

・ビュッフェ朝食付き 

・ディナーは「コールマンラウンジ専用ガーデンバーベキュー」 

・1 部屋につきコールマン「メタリックランタン」をプレゼント 

■料金：お部屋は 35 平米のデラックスルーム 

・１泊 2 室大人 4 名様ご利用：100,000 円 

・１泊 3 室大人 6 名様ご利用：150,000 円 

※お子様につきまして 

・添い寝のお子様(小学生、未就学児)は、無料。バーベキュービュッフェメニュー、朝食付き    

・「コールマンラウンジ専用バーベキュー」をご希望の小学生以下のお子様は、お一人様 10,000 円追加  

 

●ご予約・お問合せはヒルトン成田 : 0476-33-1121（代表） 

ウェブサイト：https://www.hiltonnarita.jp/plans/rooms/795  

※表記料金には税金・サービス料が含まれております 

 

 

コールマン事業部について 

コールマン、およびキャンピングガス®の各種製品の企画・製造、輸入及び国内販売を行っています。 

創業：1976 年 5 月 

ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社 職務執行者 コールマン事業部最高責任者 中里 豊 

コールマン事業部 従業員数：226 名（2023 年 1 月現在） 

住所：〒108-0023 東京都港区芝浦 4-9-25 芝浦スクエアビル 

コールマンブランドサイト 

https://www.coleman.co.jp/ 

ホームチルキャンプについて 

https://www.coleman.co.jp/special/homechill-camp/ 

 

メタリックランタン 

大光量でテント全室から室内まで使える、質感高い金属ボディのラ

ンタンで家のインテリアにも馴染むコールマンの「メタリックランタン」 

デラックスプラスルーム 

大きな窓から空港が眺められるエアポートビューで 35 平米のベー

ジュ系で落ち着いた色合いのお部屋です 



 

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 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。 

stories.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 21 ホテル、6,472 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。（2023 年 2 月現在） 

※グループホテル数：21/グループホテル総客室数：6,472 室／グループホテル総従業員数：2,346 名 

※国内 21 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）、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） 


