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ヒルトン小田原リゾート＆スパ 

「ウィンターセレブレーション 2021」 

第７回 クリスマス・トレイン チャリティープロジェクト 

～トンネルの先にある光～ 

【2021年 10月25日】 ヒルトン小田原リゾート＆スパ（神奈川県小田原市）は、「ウィンターセレブレーション 2021」

を 11 月 12 日（金）より開始します。「トンネルの先に煌めく未来が広がりますように」という願いを込めて、クリスマス・

トレインが同日 18:00より出発。12月 25日（土）まで、チャリティープロジェクトをはじめ、館内がクリスマス一色に装

飾され、お子様がホテル館内で楽しめるイベントなども実施します。 

同プロジェクトは、小田原市内のみならず、私たちの活動にご賛同いただいた企業様のご協力で運営されます。また、

期間中はチャリティー活動も実施し、持続可能な旅行を世界的に再定義・推進する企業責任戦略「トラベル・ウィ

ズ・パーパス（Travel with Purpose）」の一環として、収益の一部を地域貢献活動に役立てます。昨年は、小田原

市内の小・中学校（計 36校）や障害児通園施設、福祉施設などへ新型コロナウイルス感染防止対策のための備

品を寄贈いたしました。今年は小田原市内の子供たちを支援するためのプロジェクトを計画中です。 

mailto:pr.odawara@hilton.com


クリスマス・トレイン 

大人も子供も魅了する、全長 11m の巨大鉄道ジオラマをロビー

に展示します。美しく雪化粧した山間や街の中を新幹線やトロッ

コ電車が走り、港町も精巧に作られ再現された「クリスマス・トレイ

ン」をお楽しみください。 

 

出発式日時：2021年 11月 12日（金）18：00～ 

期間：2021年 11月 12日（金）～2022年 1月 10日（月） 

場所：本館棟 1F ロビー 

 

 

【抽選でプレゼントが当たる！】 LINE で参加 「サンタさんからのクリスマスクイズ」 

ホテル内に隠された 5 つのクイズを探し、最後まで回答できた方の中から抽選で 5 名様に素敵なプレゼントが当た

るイベントを開催します。まずはヒルトン小田原公式 LINE アカウントのお友だち登録をしていただき、館内各所で配

布するカードに記載されたキーワードをトーク画面より送信していただきスタートします。大きなクリスマスツリーやキラ

キラと装飾された館内で、お子様と一緒に写真を撮りながら楽しめるクリスマスクイズに挑戦してみてください。11 月

と 12月のプレゼント内容が違いますので、それぞれ何が当たるかはお楽しみに。 

 

期間：2021年 11月 13日（土）～12月 25日（土） 

場所：本館棟 1～2F 

 

クリスマスケーキ 

オープン以来愛され続けてきた人気 No.1の「ストロベリークリスマス

ショートケーキ」と、3種の新作オリジナルケーキをご用意しました。 

新作の「ピスタチオと木苺の森」はおとぎ話をイメージしました。ピス

タチオのミルキーな香ばしさと甘酸っぱいラズベリーのムースを同時に

お楽しみください。「ゆず香るホワイトフロマージュ」は、口に含むとゆ

ずの香りが広がり、軽めのチーズケーキと程よく溶け合うのでさっぱり

味がお好きな方へおすすめです。大人のクリスマスにはベルギー産

チョコレートをふんだんに使用した艶やかな「アーモンドチョコレートム

ース」をどうぞ。 

 

販売価格： 「ストロベリークリスマスショートケーキ」 限定 80台  5,500円 

「ピスタチオと木苺の森」   限定 30台  5,000円 

「ゆず香るホワイトフロマージュ」  限定 40台  3,800円 

「アーモンドチョコレートムース」  限定 50台  4,500円 

予約期間： 2021年 11月 12日（金）～12月 19日（日） 

引渡期間： 2021年 12月 24日（金）、25日（土） 

引渡場所： 本館棟 1階 ヒルトンショップ 

※表示料金には、消費税（8％）が含まれております。 

※ご予約はホテル代表電話、インターネット、またはヒルトンショップ店舗にて承ります。 

※お引渡しは、ヒルトンショップ店舗で 10：00～19：00の間にお願いします。 

※数量限定。なくなり次第販売終了となります。 

※画像はイメージです。 

ご予約・お問い合わせ： ホテル代表 TEL 0465-29-1000 ★インターネット予約は、こちらから 

 

 

 

https://odawara.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/takeout/christmas-cakes


ホリデースイーツ 

毎年変わらぬ味でご用意するあっさりタイプのシュトーレン、お

子様に人気のジンジャーマンクッキーのほか、土日祝日限定

で 2種のクグロフをご用意します。お友達やお世話になった方

への贈り物にもおすすめです。 

 

場所： 本館棟 1階 ヒルトンショップ 

期間： 2021年 11月 12日（金）～12月 25日（土） 

料金： シュトーレン  1,850円 

ジンジャーマンクッキー 650円 

クグロフ（プレーン、チョコレート）各 1,200円～ 

※表示料金には、消費税（8％）が含まれております。 

※数量限定。なくなり次第販売終了となります。 

※画像はイメージです。 

 お問い合わせ：ホテル代表 TEL 0465-29-1000 

 

クリスマスデザートビュッフェ～トンネルの先にある光～ 

明るく素敵な未来が広がることを祈って、キラキラと輝くアーチ

とその先にある柔らかな光に包まれたクリスマスミサの会場へと

ご案内いたします。 

お一人様 1 品限定シェフのスペシャルスイーツには、見た目は

重厚ながらもさっぱりとした大人の甘さに魅了される「パフェ・ク

リスマスフォレスト」と、とろりとしたリンゴとザクザク食感が楽しい

「アップルクランブル」。クリスマスをモチーフにした「サンタの帽

子」や「モカ・トナカイ」、「真夏のクリスマス・レミントン BOX」、

「リースケーキ」などはお皿に並べたくなる可愛らしさです。オレ

ンジの爽やかな苦みとしっとりピスタチオダマンドが相性の良い

「ピスタチオオレンジタルト」、アーモンドとクランブルを一緒に焼き上げた濃厚な「ジャーマンチーズケーキ」、優しい味の

生クリームが定評の「クリスマスショートケーキ」など、何度でも食べたくなるスイーツが勢揃い。食欲そそるカレーやフラ

イドポテトなどのしょっぱい&甘い無限ループで心ゆくまでお楽しみください。 

 

会場： 本館棟 1階 ザ・ロビーラウンジ 

期間： 2021年 11月 6日（土）～12月 25日（土） ＜⼟⽇祝⽇限定＞ 

時間： ①14:30～ ②16:15～ 2部制 〈要予約〉（11月は 14：30～16:00 のみとなります） 

料金： お一人様 4,700円 / お子様（小学生まで）3,100円 / 未就学児無料 

 ※ドリンクバー付き 

 ※表示料金には、消費税（10％）とサービス料（13%）が含まれております。 

 ※画像はイメージです。 

レストラン予約： TEL: 0465-28-1220  ★インターネット予約は、こちらから 

https://odawara.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/sweets/lobbylounge-sweetsbuffet-christmas


冬の味覚 シーフードランチビュッフェ 

「海鮮鍋」や「海の幸ブイヤベース」など、冬に美味しいシーフー

ドを体温まるお料理でお楽しみいただけるランチビュッフェを開催

します。9 種のソースやスパイスを揃え、サステナブルシーフードや

ビュッフェ台に並ぶお料理を自分好みの味わいでお楽しみいただ

けます。パスタコーナーでは 3 種のパスタとソースから、お好みの

組み合わせでお召し上がりいただけます。また、日替わりピザは

焼きたてをテーブルまでお届け。キッズコーナーにはお子様も喜ぶ

メニューも並んでおり、12 月 31 日（金）まで公式サイトからの

WEB 予約で「小学生無料キャンペーン」も実施しておりますの

で、ホリデーシーズンにご家族皆様で至福のひと時をお過ごしく

ださい。 

 

*サステナブル・シーフードとは 

将来も魚を食べ続けていくことができるように、水産資源や環境に配慮し適切に管理された漁業で獲られた水産

物、あるいは環境と社会への影響を最小限に抑えた養殖場で育てられた水産物のこと。 

 

会場： 本館棟 1階 ブラッセリー「フローラ」 

期間： 2021年 11月 5日(金)～ 2022年 2月 3日(木) 

時間： 平日 11：30～14：00／土日祝日 11：30～14：30 

料金： 平日 お一人様 4,800円 ・ お子様（小学生まで）2,400円 

 土日祝日 お一人様 5,400円 ・ お子様（小学生まで）2,700円 

 ≪12月 31日まで、公式サイトWEB予約限定 小学生ランチ無料≫ 

※未就学児無料 

※ドリンク別 

※表示料金には、消費税（10％）とサービス料（13%）が含まれております。 

※ソフトドリンクバー 1,150円（大人）、プレミアムドリンクバー（アルコール類含む）2,650円 

※状況によりご提供形式を変更する場合がございますので、あらかじめご了承ください。 

※画像はイメージです。 

 

レストラン予約： TEL: 0465-28-1220  ★インターネット予約は、こちらから 

 

ランチビュッフェおよびデザートビュッフェでは、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 2021年 12月 31日までの期間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。 

 

 

 
クリスマスに関する情報、各イベントの詳細は、公式ホームページをご確認ください。 
https://odawara.dev.hiltonjapan.co.jp/event/christmas/ 
 
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/ 

 
 
 
 
 

https://odawara.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/lunch/flora-lunchbuffet-christmas
https://odawara.hiltonjapan.co.jp/plans/restaurants/other/hilton-honors-likeamember
https://odawara.dev.hiltonjapan.co.jp/event/christmas/
https://www.hilton.com/ja/corporate/cleanstay/


 
### 

 

ヒルトン小田原リゾート＆スパについて 

2004 年 4 月、日本初のヒルトン・ワールドワイド・リゾートとして開業。箱根の連なる山々と豊潤な海に囲まれた小

田原に位置し、都心から僅か 60分、大阪からも約 2時間と、日本の二大ビジネス都市にもアクセスしやすいロケー

ションです。四季折々の自然が楽しめる広大な敷地には、全 163 室オーシャンビューの客室、10 種類の屋内外プ

ール、サウナ、天然温泉大浴場、岩盤浴施設、スパ、などのリラックス＆ウェルネス施設を完備。また、18 ホールの

パターゴルフコース、ゴルフ練習場、屋内外のテニスコート、フィットネスセンター、ボウリング場など、スポーツ・レジャー

施設も充実しております。館内には相模湾で獲れた旬の魚介や新鮮な地場食材をお楽しみいただけるレストランを

含む 2 つの料飲施設を有します。大小 19 室の宴会場ではビジネスとリラックスを融合した理想的なミーティング・イ

ベントをご提案します。2004 年のリブランド以来、客室、レストラン、フロントロビー、スカイバンケット、プールや温泉

のリノベーションも実施しました。ヒルトン小田原リゾート＆スパに関しましては https://odawara.hiltonjapan.co.jp/

をご参照ください。 

ま た 、 最 新 の 情 報 は フ ェ イ ス ブ ッ ク www.facebook.com/hiltonodawara/ や ツ イ ッ タ ー 

www.twitter.com/hiltonodawaraco インスタグラム www.instagram.com/hiltonodawara/でもご覧いただけま

す。 

 
 

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/ 

 

 

トラベル・ウィズ・パーパス（Travel with Purpose）について 

トラベル・ウィズ・パーパスは、グローバル規模で責任ある旅行を推進するヒルトンの ESG（環境、社会、ガバナンス）

戦略です。ヒルトンは、2030 年までに社会的影響への投資倍増と環境負担の半減を目標としています。詳細につ

いては、cr.hilton.com をご覧ください。 

https://odawara.hiltonjapan.co.jp/
https://odawara.hiltonjapan.co.jp/
http://www.facebook.com/hiltonodawara/
http://www.twitter.com/hiltonodawaraco
http://www.instagram.com/hiltonodawara/
http://www.hiltonhotels.jp/
https://itunes.apple.com/jp/app/hilton-honors/id635150066?mt=8
https://hiltonhotels.jp/hhonors
https://hilton-my.sharepoint.com/personal/emiko_ogami_hilton_com/Documents/Desktop/EO%20DT%20Moved/Boilar%20Fact/Q2%202021/newsroom.hilton.com/hhr
https://www.facebook.com/Hilton/
http://www.twitter.com/HiltonHotels
http://www.instagram.com/hiltonhotels/
https://cr.hilton.com/

