
 
 

2021年 10月 5日 

報道関係者各位 

【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・矢澤・成瀬 

TEL: 052-212-1263 

  Email：naghi_pr@hilton.com 

 

ヒルトン名古屋 

「ロスト・イン・ヨーロッパ」  

～不思議の国のアリスがヨーロッパを旅するシリーズ～ 

シリーズ完結！第 3弾「アルプス～クラシカルクリスマス～」  
ヨーロッパの伝統的なスイーツを楽しむデザートビュッフェ＆アフタヌーンティーセット 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヒルトン名古屋（愛知県名古屋市、総支配人スニット・ラージャン）は、2021年 11月 6日（土）より、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）」にて、「ロスト・イン・ヨーロッパ」不思議の国のアリスがヨーロッパを旅する

シリーズ第 3弾となるデザートビュッフェ＆アフタヌーンティーセット「アルプス～クラシカルクリスマス～」を開催します。ア

フタヌーンティーセットのみ、デザートビュッフェ付き、テイクアウトボックスの 3種類のプランをご用意しました。 

 

今回で完結となるシリーズ「ロスト・イン・ヨーロッパ」は、ルイス・キャロルの不朽の名作「不思議の国のアリス」をもとに、

好奇心旺盛で空想好きのアリスがヨーロッパを旅する姿をスイーツや店内の装飾で表現。最後の旅は、雪が降りつ

もるクリスマスシーズンに、アルプス山脈周辺の国々を巡ります。 

 

各国の伝統的なクリスマススイーツのほか、アリスの世界観やホワイトクリスマスから着想を得たスイーツや、クリスマス

アイテムを取り入れたスイーツが登場。賑やかさとかわいらしさに心が弾む、ヒルトン名古屋でしか味わえないクリスマ

スの特別な時間を提供します。 

mailto:naghi_pr@hilton.com


■「ロスト・イン・ヨーロッパ」アフタヌーンティーセット概要 

スイーツ11種、セイボリー2種を楽しむアフタヌーンティーセットは、時間制限 

なくお楽しみいただけます。ソフトドリンク、コーヒー、紅茶は、ドリンクバーにて 

ご用意。さらに、ロンネフェルトの厳選された茶葉を使用したポットサービスの 

紅茶もお席までお持ちいたします。 

 

 

アフタヌーンティーセットメニュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会   場 ヒルトン名古屋1F オールデイダイニング「インプレイス3-3」 

期   間 2021年11月6日（土）～12月28日（火） 

時   間 毎日10:30～19:00（L.O） ※デザートビュッフェ開催日の13:00～17:30は除く 

料   金 5,000円  ※税金・サービス料含む 

詳  細・ 

ご 予 約 
URL:https://nagoya.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/sweets/inplace3-3-2112 

TEL: 052-212-1151（レストラン予約） 

※ヒルトン名古屋ウェブサイトからのオンライン予約の場合5%OFF 

クリスマスクッキー（ツィムトシュテルネ＆バニレキプフェル） 

ドイツの伝統的クリスマス菓子。ツィムトシュテルネはアーモンドとシナモンが

入った生地にアイシングを施してしっとり。バニレキプフェルはアーモンドを加

えた生地にバニラが香りサクサク。 

Eat Me ゼリー 

（ノンアルコール） 

ノンアルコールの赤と白ワインを使

ったゼリー。鮮やかなクリスマスカラ

ーに、アリスもついつい手が伸びま

す。 

アリスのディーとダム 
アリスの邪魔をしようとオーナメント

に扮したのは、おかしな双子のデ

ィーとダム。ラズベリー風味の甘酸

っぱいクリームムースに仕上げまし

た。 

ピスタチオのクリスマスツリー 

グリオットチェリー入りチョコレートタ

ルトにピスタチオクリームでツリーを

イメージしています。トップには星

形のチョコレートを飾って。 

サンタ帽のコーヒーミルク 

チョコレートムース 

ミルクチョコレートクリームとコーヒー

ミルクチョコレートを組み合わせた

ムース。アーモンドコーヒークラック

ランの食感が楽しいスイーツ。 

ホワイトブッシュドノエル 

ピュアホワイトヨーク（白い卵）と米

粉を使った、白いロールケーキ生

地のブッシュドノエル。柚子の爽や

かな香りと、愛知県産美浜の塩

をアクセントに。 

アリスのクレイジー 

マッシュルームムース 

カラメルアプリコットを忍ばせた、ロ

ーズマリー風味のホワイトチョコレ

ートムース。不思議の国のアリス

のキノコをメレンゲで表現。 

グランマのシュトレン 

ドイツのお祖母ちゃんが作るような

本格シュトレン。バターたっぷりの

生地に、ドライフルーツやナッツを

たくさん入れました。代々受け継

がれてきた味わいにほっと温かい

気持ちになるクリスマスの定番ス

イーツ。 

トレイスイーツ 

ジンジャーブレッドクッキー 

（写真中央） 

ジンジャーやシナモンなどのスパイ

スが効いた、しっとりとした食感の

ジンジャーブレッドクッキー。 
モーントルテ（写真中央奥） 

 

 セイボリー2種(写真左) 

ヒルトン発祥と言われているリンゴのシャキシャキ感とナッツの香ばしさがクセ 

になる「ウォルドーフサラダ」やクリスマスの定番料理「クリスマスミートパイ」を 

お楽しみいただけます。 

 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnagoya.hiltonjapan.co.jp%2Fplans%2Frestaurants%2Fsweets%2Finplace3-3-2112&data=04%7C01%7CMiyuki.Yazawa%40hilton.com%7Ca9eb26e43b954fa5ef0008d97720b5a3%7C660292d2cfd54a3db7a7e8f7ee458a0a%7C0%7C0%7C637671804648488777%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=YPqc1U7crbgUMUyYDR6vtcPmHdn2yuLDiLsfJEKjEWA%3D&reserved=0


■「ロスト・イン・ヨーロッパ」デザートビュッフェ&アフタヌーンティーセット概要 

アフタヌーンティーセットのハイティースタンドに加え、ビュッフェスイーツ6種、 

セイボリー6種、ライブステーションスイーツ2種、アイスキャンディー4種をお 

好きなだけお召し上がりいただけます。ソフトドリンク、コーヒー、紅茶（ロン 

ネフェルト）はドリンクバーをご用意しています。 

 

 

デザートビュッフェ＆アフタヌーンティーセットメニュー 

アフタヌーンティーセット（前ページ「アフタヌーンティーセットメニュー」のトレイスイーツ＆セイボリーは除く） 

＋ 

スイーツ、セイボリーをビュッフェスタイルでお好きなだけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会   場 ヒルトン名古屋1F オールデイダイニング「インプレイス3-3」 

期   間 2021年11月6日（土）～12月26日（日） 

時   間 11月 木～日・祝／12月 水～日・祝 15：00～17：00（料理は16:30まで） 

料   金 大人5,000円／子供（6～12歳）2,500円 ※税金・サービス料含む 

詳  細・ 

ご 予 約 
URL:https://nagoya.hiltonjapan.co.jp/restaurants/hilton-sweets/christmas  

TEL: 052-212-1151（レストラン予約） 

※ヒルトン名古屋ウェブサイトからのオンライン予約の場合5%OFF 

サンタクロースケーキ 

香ばしく濃厚なピスタチオのムース

に、甘酸っぱいラズベリーのゼリ

ー、外側の苺のムースを重ねた 3

層のケーキ。 

スノーダンディーケーキ 

シナモンなどのミックススパイスと、

レーズンやオレンジピールなどのミ

ックスフルーツがたっぷり。表面に

雪をイメージしてナッツやドライフル

ーツをトッピング。 

クリスマスリースパリブレスト 

クリスマスリースをイメージしたピス

タチオ風味のパリブレスト。ミックス

ベリーコンポートが味のアクセント

に。 

赤ワインアップルコンポート 

（ノンアルコール） 

ラフランスとココナッツ風味のミルク

ゼリーの上に、ノンアルコール赤ワ

インのアップルコンポートを流し、

美しい 3層に仕上げました。 

【ライブステーション】 

カイザーシュマーレン 

シナモンとラムレーズンの風味が

特徴的なしっとりタイプのドイツの

伝統的なパンケーキ。ライブステ

ーションで焼き立てをご提供しま

す。 

【ライブステーション】 

ロングブッシュドノエル＆ 

黒の王冠のカヌレ 

米粉を使ったチョコレートロール生

地にチョコレートシャンティー、ナッ

ツ、オレンジコンポート、チョコレー

トで薪のようにデコレーションを施

しました。カヌレはスパイスの効い

た味わいに。 

ピーカンナッツタルト 

タルト生地に、バター、メープルシ

ロップ、コーンシロップがたっぷり入

ったアパレイユを流し込み、表面

はピーカンナッツをふんだんに敷き

詰めました。ナッツの食感と香ばし

い風味をお楽しみください。 

モーントルテ 

ウィーンの伝統菓子。メレンゲを

入れて作るバターパウンドケーキ

に、たっぷりのケシの実とヘーゼル

ナッツ粉末がアクセントに、仕上

げにガナッシュを塗りました。 

セイボリー6種 

「蕪とベーコン、押麦のスープ」、

「フェスティブピッツァ」、「ペンネ トリ

ュフ入り茸のクリームソース」、「ポ

ムフリット」、「奥三河チキンコンフ

ィとオレンジ風味の人参サラダ」、

「ブドウ・アーモンド・ミルクチェリー

のカプレーゼ」をお楽しみいただけ

ます。 

アイスキャンディー4種 

フルーツがたっぷり入った、ホテルメ

イドのアイスキャンディー。バレンシ

アオレンジ、アップル、チョコレー

ト、ノンアルコール赤ワインの 4 種

をご用意。 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnagoya.hiltonjapan.co.jp%2Frestaurants%2Fhilton-sweets%2Fchristmas&data=04%7C01%7CMiyuki.Yazawa%40hilton.com%7C7ec9a77b1f494e9751bc08d983f9ba48%7C660292d2cfd54a3db7a7e8f7ee458a0a%7C0%7C0%7C637685930858656073%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lFKx8QuDJBwjKpFJFCpb8botyJOiik4telxXmZmk8Ng%3D&reserved=0


■「ロスト・イン･ヨーロッパ」アフタヌーンティー テイクアウトボックス 

アフタヌーンティーセットより、スイーツとセイボリーをオリジナルテイクアウトボックスでお持ち帰りいただけるセット。ボック

スはそのまま置けるスタンド型で、テーブルの上を華やかに演出します。クリスマスギフトやおうち時間のおともとしても

お楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上記すべてのプランは、ヒルトンのゲスト・ロイヤルティ・プログラム「ヒルトン・オナーズ」のダイニング特典「Like a Member」をご利用

いただけます。ホテルに宿泊をしないヒルトン・オナーズ会員の皆様も利用することができる本特典には、ヒルトンがアジア太平洋

地域で運営するレストランやバーでのボーナス・ポイント付与や、最大25%の割引が含まれます。特典の詳細はこちらをご参照

ください。この機会にぜひ「ヒルトン・オナーズ」にご登録いただき、特典をご利用ください。 
 

 

■シェフ プロフィール 

ペストリーシェフ 渡辺 守（わたなべ まもる） 

フランス料理からキャリアをスタートし、後にペストリーに転向。1994年、ヒルトン名古

屋に入社。現在はペストリーシェフとして、婚礼・宴会、各レストラン、およびホテル1階

「カフェ3-3 アーティサンスイーツ＆ベーカリー」のテイクアウトカウンターに並ぶ、色鮮やか

なデザートの制作を監督・指揮している。全国洋菓子技術コンテスト大会内閣総理

大臣賞をはじめ、ルクサンドグランプレミオ優勝、ジャパンケーキショー東京大会会長

賞、キリクリームチーズコンクール金賞、第17回テレビチャンピオン全国ケーキ職人選

手権世界最大のクリスマスケーキ選手権決選出演など、国内外において数々の受

賞歴・メディア出演歴を持つ。 

 

 

 

受取場所 ヒルトン名古屋1F 「カフェ3-3 アーティサンスイーツ＆ベーカリー」 

期   間 2021年11月6日（土）～2021年12月28日（火） 

受取時間 毎日11:00～20:30 

料   金 お一人様分5,000円 ※税金含む  ※2名様分より。2名様単位でご注文ください。 

詳  細・ 

ご 予 約 
URL:https://nagoya.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/sweets/cafe3-3-2112  

TEL: 052-212-1151（レストラン予約） 

※テイクアウトボックスにはドリンクは含まれません。 

※受け取りの前日15:00までに電話にてご予約をお願いいたします。 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hilton.com%2Fja%2Fhilton-honors%2F&data=04%7C01%7CMiyuki.Yazawa%40hilton.com%7C4c7a00e63cef4a8756d808d986634526%7C660292d2cfd54a3db7a7e8f7ee458a0a%7C0%7C0%7C637688583177245347%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=GEG%2FsK1ECW7t4xVY3JJH9M0dTh8Ql1vhpTOzylfaP74%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhiltonhotels.jp%2Fapac-fandb_ja_jp%2F%23dinning&data=04%7C01%7CMiyuki.Yazawa%40hilton.com%7C4c7a00e63cef4a8756d808d986634526%7C660292d2cfd54a3db7a7e8f7ee458a0a%7C0%7C0%7C637688583177245347%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=TtN92MF0eHUqoo9ZXLFnWHUMlSE7FzEWE2raoJTt4aA%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhiltonhotels.jp%2Fapac-fandb_ja_jp%2F%23dinning&data=04%7C01%7CMiyuki.Yazawa%40hilton.com%7C4c7a00e63cef4a8756d808d986634526%7C660292d2cfd54a3db7a7e8f7ee458a0a%7C0%7C0%7C637688583177255342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=wG5Vsipz2jPL0gqJmO%2BKXjKXnyNkB2q%2Bjmn54jMiGjI%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.hilton.com%2Fja%2Fhilton-honors%2F&data=04%7C01%7CMiyuki.Yazawa%40hilton.com%7C4c7a00e63cef4a8756d808d986634526%7C660292d2cfd54a3db7a7e8f7ee458a0a%7C0%7C0%7C637688583177255342%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=0Lpz48CutT%2FFmFHrK2ZXEEX6rB2sBlvVSUAugAjl8DY%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnagoya.hiltonjapan.co.jp%2Fplans%2Frestaurants%2Fsweets%2Fcafe3-3-2112&data=04%7C01%7CMiyuki.Yazawa%40hilton.com%7Ca9eb26e43b954fa5ef0008d97720b5a3%7C660292d2cfd54a3db7a7e8f7ee458a0a%7C0%7C0%7C637671804648498779%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=8k47eJhkpSuq7gp5Bm2nAck3sL0uiJs1rc%2B6gg1eHXI%3D&reserved=0


### 

 

 

■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。 

• ライブステーションやビュッフェテーブルに飛沫防止カバーを設置しています。 

• 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、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/ 

 

ヒルトンのスイーツ体験公式ハッシュタグ “#ヒルトンスイーツ”とは？ 

国内に展開するヒルトン・ホテルズ&リゾーツが参加。ランチとディナーの間を彩るスイーツタイムに、これまで提供して

きた「美味しいスイーツ」 「非日常的で贅沢な時間」に加え、多様なテーマで「わくわくするようなビジュアルインパクト」

や「友達に自慢したくなるフォトジェニックな世界観」を更に強化した新たなスイーツ体験です。 

 

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 575 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

（www.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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