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心躍るクリスマスに贈る、スペシャルディナー・特別企画をご用意

オリエンタルホテル広島のクリスマス 2017
オリエンタルホテル広島（所在地：広島県広島市中区田中町6-10 副総支配人：引原史博）は、2017年
クリスマスの特別企画として、期間限定で館内4レストランにてクリスマスディナーをご提供する他、クリスマ
スケーキの予約販売や特別宿泊プランなど、7つのスペシャル企画をご用意いたします。
2017年のクリスマスのテーマは「SILVER DELIGHT（シルバーディライト）」。オリエンタルホテル広島のベー
スコンセプトである「デザイン＆アート・音楽」に包まれた空間で、きらめく雪を見たときのような、心躍るクリ
スマスをお届けします。
オリエンタルホテル広島ならではのクリスマスで、思い出に残る特別なひとときをお過ごしください。
INDEX ┃オリエンタルホテル広島のクリスマス 2017
1. 地 上 1 0 0 m の 夜 景 と と も に ┃23F ムーングロー クリスマスディナー
2. “東京フレンチ”で洗練の時間┃1F フレンチレストラン OZAWA クリスマスディナー＆ランチ
3. 生演奏のスペシャルライブも┃1F レストラン＆バー ニューヨークカフェ クリスマスディナーブッフェ
4. １ 日 5 組 限 定 ・ 窓 際 指 定 可┃22F 日本料理 みつき クリスマス会席
5. 数量限定┃クリスマスケーキ 予約販売
6. 期間限定┃ドリミネーションカクテル 2017
7. 特 典 付 ┃クリスマス限定 ステイプラン

１ 23F ムーングロー クリスマスディナー [2日間限定]
地上100mのバンケット・23階 ムーングローに、2日間限定でレストランがオープン。
きらめく夜景を望みながら、和の優しい味わいと洋の華やかさが織りなす総料理長特
製のクリスマスディナーコースで、ロマンティックな夜をお愉しみください。

■期 間 ： 2017年12月23日（土・祝）・24日（日） ※要予約
■時 間 ：18：00～ / 20：30～ （2部制）
■料 金 ： 12,000 円 （グラスワイン付） ＊税・サービス料込
■MENU ： アミューズ ブーシュ
クリスマス風和前菜 星に願いを

ムーングロー クリスマスディナー

お造り ツリー見立て
温かいコーンのスープにココナッツソルベを浮かべて
甘鯛のサクサク鱗焼き オマール海老ソース 十字架の祈り！
レモンシャーベット ベリーと蜂蜜ジュレを添えて
牛ロース肉のパべステーキ 赤ワインの香りのフォンドヴォーソースで
パティシエシェフが奏でる ノエル風デザート / コーヒー / パン

■ご予約・お問合せ： 宴会予約 TEL. 082-240-5111 （直）

本リリースに関するお問合せ先
オリエンタルホテル広島 管理部 マーケティング課
山根 春菜

TEL:082-240-9462 (直） FAX:082-240-9460

E-mail:haruna.yamane@oriental-hiroshima.com

※画像のデータをお送りいたします。上記電話番号またはメールアドレスまでご連絡ください。

会場イメージ

オリエンタルホテル広島 プレスリリース 2017年10月30日 2/4page

２ 1F フレンチレストラン OZAWA クリスマスディナー＆ランチ
白いお皿に湛えられた料理の滋味ゆたかな味わいが、特別なひとときと共に思
い出に刻まれるOZAWAのクリスマス。この時季だけの特別コースとあたたかいお
もてなしで、大切な時間に華を添えます。

■期 間 ： 2017年12月23日（土・祝）～25日（月） ※要予約
■時 間 ：ランチ
ディナー

11：30～15：00 (14：00L.O)
18：00～ / 20：30～ （2部制）

＊25日のディナーはお好きな時間にご予約いただけます

■料 金 ： ランチ

10,000円

/ ディナー

18,000円

＊税・サービス料込
料理イメージ

■MENU ： [ ランチ ]
アミューズ / オードヴル / お魚料理 / お肉料理 / デザート / コーヒー
※通常のメニューもございます。
[ ディナー]
アミューズ / オードヴル2品 / お魚料理 / お肉料理 / デザート / コーヒー

■ご予約・お問合せ： OZAWA TEL. 082-240-5553 （直）
OZAWA店内

３ 1F レストラン＆バー ニューヨークカフェ クリスマスディナーブッフェ
チーズの器で作る出来たてのパスタや、ずらりと並んだ料理がシーズンムードを
盛り上げるクリスマスブッフェ。心躍る生演奏を楽しみながら、ご家族や親しいお
仲間との夜を満喫していただけます。

■期 間 ： 2017年12月23日（土・祝）～25日（月） ※要予約
■時 間 ：ディナー 18：00～ / 20：30～ （2部制）
■料 金 ： 大人

6,800円

＊ワンドリンク付き ＊子ども料金あり ＊税・サービス料込

■MENU： チーズの器で作るパスタ カルボナーラソースで

料理イメージ

クリスマス風 オードブル / スモークサーモンと香草野菜のガトー
シュリンプと冬野菜のソテー / 甘鯛の西京味噌パイ包み焼き
若鶏とレンズ豆のクレピネット包み焼き / ２種の焼き蟹
ローストチキンクランベリー添え シュプレムソースで
細切り牛肉のパルマンティエ / ナンピザ / クラムチャウダー
ノエルのデザート / パン / コーヒー ほか
ニューヨークカフェ店内

■特 典： Xmas Special LIVE 18:30～ / 21:00～
ディナーとともに、生演奏をお楽しみいただけます。

■ご予約・お問合せ： ニューヨークカフェ TEL. 082-240-5567 （直）

本リリースに関するお問合せ先
オリエンタルホテル広島 管理部 マーケティング課 TEL:082-240-9462 (直） FAX:082-240-9460
山根 春菜

E-mail:haruna.yamane@oriental-hiroshima.com

※画像のデータをお送りいたします。上記電話番号またはメールアドレスまでご連絡ください。
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４ 22F 日本料理 みつき クリスマス会席 [１日5組限定・窓際指定可]
サンタやツリーに見立てた前菜をはじめとする会席とスパークリングの日本酒で、
いつもとすこし違うクリスマスはいかがですか？ 22階からの夜景とともに、ゆった
りくつろぎながら過ごす、和の聖夜をお愉しみください。

■期 間 ： 2017年12月23日（土・祝）～25日（月） ※要予約
■時 間 ：17：30～22：00 (21：00 L.O)
■料 金 ： 12,000円 ＊1日5組限定、窓際指定承ります ＊税・サービス料込

料理イメージ

■MENU ： 聖夜の前菜5種盛り合せ / お造り / 甘鯛の東寺蒸し / 真名鰹の粕酒焼き
車海老のアーモンド揚げ / 黒毛和牛サーロインの網焼き
蛸の酒蒸し 蟹の緑酢掛け / 蛤射込寿司とふぐと鮪の小袖寿司
ホテル特製クリスマスケーキ / 珈琲

■特 典： 日本酒（スパークリング）プレゼント
ご希望の方に、スタッフによる写真撮影

みつき店内イメージ

■ご予約・お問合せ： 日本料理 みつき TEL. 082-240-5552 （直）

５ クリスマスケーキ 予約販売 [数量限定]
大切な人に贈りたくなるようなクリスマスケーキを、3つご用意しました。
星のきらめく夜を思わせる「エトワール・フレーズ」、チョコレートムースで包んだ
ケーキにお菓子を散りばめた「ティー・オランジェ・ビジュー」、幸福を届けるサン
タの物語が思い浮かぶ抹茶のオペラ「ポルト・ボヌール」から、お好みに合わせて
お選びください。

■販売価格： ポ ル ト・ボ ヌール

4,700 円

（写真上）

サイズ： 横13ｃｍ ×縦13ｃｍ ×高さ3.5ｃｍ

テ ィー・オ ラ ンジ ェ・ビジ ュー

4,700

エトワール ・フレーズ

4,600 円

円 （写真中）
サイズ：横9cm ×縦24cm ×高さ4cm （ケーキ：横5c m×縦24c m×高さ4c m）
（写真下）

サイズ：直径15cm ×高さ 8cm

クリスマスケーキ

■予約受付期間： 2017年11月1日（水）～12月20日（水）17:00まで
＊11月30日までのご予約で10％OFF
■お渡 し 期 間 ： 2017年12月22日（金）～12月25日（月）10:00～20:00
■お渡 し 場 所： 1F ニューヨークカフェ
■お支払い方法： お渡し時に現金 もしくは クレジットカードによる精算
■ご予約・お問合せ： ニューヨークカフェ TEL. 082-240-5567 （直） 受付時間 10:00～18:00

本リリースに関するお問合せ先
オリエンタルホテル広島 管理部 マーケティング課 TEL:082-240-9462 (直） FAX:082-240-9460
山根 春菜

E-mail:haruna.yamane@oriental-hiroshima.com

※画像のデータをお送りいたします。上記電話番号またはメールアドレスまでご連絡ください。
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６ ドリミネーションカクテル 2017 [期間限定]
ホテル前の平和大通りを中心に、華やかなイルミネーションが街を彩る｢ひろしまド
リミネーション2017｣開催期間中、スペシャルカクテルをご用意いたします。
グラスにとじこめたのは、プレミアムウォッカの氷にパイナップルをとじこめたシャー
ベットが宝石のようなカクテル。そっとシャンパンを注ぐとグラスの中でシャーベット
が遊んで、イルミネーションのように味わいが変化します。

■期 間 ： 2017年11月17日（金）～2018年1月3日（水）
■時 間 ：バータイム 17：00～24：00（23:00 L.O)
■料 金 ： 1,500 円 ＊税・サービス料込
■場 所： 1F レストラン＆バー ニューヨークカフェ

ドリミネーションカクテル 2017

■ご予約・お問合せ： ニューヨークカフェ TEL. 082-240-5567 （直）
※ひろしまドリミネーション
広島の冬の風物詩であるライトアップを、平和大通りを中心に商店街や商業施設など市内中心部一帯で展開。「ひろしまライトアップ事業実行委員会」
の主催で、地元の新聞社やテレビ局が後援し2002年より毎年開催。今年で16回目を迎える。
■開催期間 2017年11月17日(金)～2018年1月3日(水) ■点灯時間 17：30～22：30 ■http://www.dreamination.com/

７ クリスマス限定 ステイプラン [特典付]
この時季限定で、クリスマスならではの宿泊プランを販売いたします。
それぞれ特典として、白い羽を添えたフラワーアレンジメントと、身も心も甘
い香りに包まれるジル・スチュアートのバスアメニティのプレゼント付き。

◇スイートクリスマスルームプラン[１日1室限定]
1日1室限定でご用意する、ツリーやガーラントでデコレーションしたクリスマ
ス仕様のスイートルーム。ライトアップされた平和大通りのきらめきが、おふ
たりのやさしい時間に寄り添います。

スイートルームイメージ

■期 間： 2017年12月1日（金）～2017年12月25日（月）
■料 金： スイートルーム 2名1室

30,000 円～

＊税・サービス料込

■特 典： ジル・スチュアートバスタイムセットとプリザーブドフラワー（1室1セット）

◇クリスマス特典付ステイプラン

プリザーブドフラワーのアレンジメント

■期 間： 2017年12月1日（金）～2017年12月25日（月）
■料 金： セミダブル 2名1室

10,000 円～

＊税・サービス料込

■特 典： ジル・スチュアートバスタイムセットとプリザーブドフラワー（1室1セット）

■ご予約・お問合せ： 宿泊予約 TEL. 082-240-7122 （直）
ジル・スチュアートバスタイムセット

本リリースに関するお問合せ先
オリエンタルホテル広島 管理部 マーケティング課 TEL:082-240-9462 (直） FAX:082-240-9460
山根 春菜

E-mail:haruna.yamane@oriental-hiroshima.com

※画像のデータをお送りいたします。上記電話番号またはメールアドレスまでご連絡ください。

