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「ありがとう」を伝えよう！ 家族の笑顔がお母さんのエネルギー

母の日プランでお母さんのブッフェ料金が 883 円に
2019 年 5 月 6 日（月）～5 月 31 日（金）
オリエンタルホテル 東京ベイ（千葉県浦安市 総支配人／森山 真也）では、2019 年 5 月 6 日（月）～5 月
31 日（金）の期間、レストラン 3 店舗にてお母さん 1 名のブッフェ料金が 883 円（ハハサン）でご利用いただ
ける「母の日プラン～お母さんいつもありがとう～」を実施いたします。

仕事に家事に子育てに、目まぐるしい日々を過ごしているお母さん。おいしいお料理とともに、家族で楽し
い時間を過ごし、改めて感謝の気持ちを伝えてみませんか。
レストラン グランサンクではイタリア産のポークステーキやラザーニャなどを楽しめる「イタリアフェア」、
中国料理 チャイニーズ・テーブルでは千葉県産の中国野菜や落花生などを使ったメニューが並ぶ「千産
千消フェア」、日本料理 美浜では人気の握りずしや浅利と三つ葉のかき揚げなど、和食メニュー満載の
「初夏の味覚フェア」を開催いたします。
本プランは今年で 5 回目を迎え、昨年は 1,515 名のご家族にご利用いただきました。また、今回より売上
の一部を「オレンジリボン運動」へ寄付いたします。かねてより地域・社会貢献活動をしてきたオリエンタル
ホテル 東京ベイでは、今後も活動を続けてまいります。

母の日プラン ～お母さんいつもありがとう～
開催期間：
内 容：

2019 年 5 月 6 日（月）～5 月 31 日（金）
お母さんと小学生以上の方を含むご家族 4 名様以上のご利用で
お母さん 1 名のランチまたはディナーブッフェが 883 円に
＜レストラン グランサンク 参考価格＞
ランチブッフェ
大 人
平日 3,000 円／土・日・祝
小学生
平日 1,500 円／土・日・祝
ディナーブッフェ 大 人
平日 3,500 円／土・日・祝
小学生
平日 2,000 円／土・日・祝

対象店舗
お問い合わせ：

3,400 円
1,700 円
4,100 円
2,300 円

※1 日 10 組限定、税金・サービス料込み
レストラン グランサンク （2 階）、中国料理 チャイニーズ・テーブル （2 階）
日本料理 美浜 （1 階）
Tel. 047-350-8561（レストラン予約 10:00～19:00）

[オレンジリボン運動とは]
「子ども虐待のない社会の実現」を目指す市民運動で、オレンジリボンはそのシンボル
マーク。オレンジ色は子ども達の明るい未来を表しています。

レストラン グランサンク （2 階）
明るく開放感あふれるブッフェレストラン。旬の食材を生かしたブッフェ
は季節ごとにテーマが変わり、年間を通して様々な料理をお楽しみい
ただけます。店内にはキッズルームを併設しており、ご家族で安心し
てご利用いただけます。
＜営業時間＞
ランチ 月～金
土・日・祝
ディナー 月～木
金・祝前日
土・日・祝

11：30～15：00（ラストオーダー14：30）
11：30～15：30（ラストオーダー15：00）
17：30～21：30（ラストオーダー21：00）
17：30～22：00（ラストオーダー21：30）
17：00～22：00（ラストオーダー21：30）

中国料理 チャイニーズ・テーブル （2 階）
アトリウムに面した本格的な中国料理レストラン。旬の素材を生かし
たメニューに加え、種類豊富なデザートや中国茶も人気です。40 種
類以上のメニューが並ぶブッフェからコース料理まで、幅広くご利用
いただけます。
＜営業時間＞
ランチ 月・火・金 11：30～14：30（ラストオーダー14：00）
土・日・祝 11：30～15：30（ラストオーダー15：00）
ディナー 月・火
17：30～21：30（ラストオーダー21：00）
金
17：30～22：00（ラストオーダー21：30）
土・日・祝 17：00～21：00

日本料理 美浜 （1 階）
白木を基調とした和モダンな雰囲気の日本料理レストラン。揚げたて
の天婦羅や優しい味わいの惣菜など、厳選された四季折々の旬の
味覚をブッフェや会席でお楽しみいただけます。
＜営業時間＞
ランチ 水・木・金 11：30～14：30（ラストオーダー14：00）
土・日・祝 11：30～15：30（ラストオーダー15：00）
ディナー 水・木
17：30～21：30（ラストオーダー21：00）
金
17：30～22：00（ラストオーダー21：30）
土・日・祝 17：00～22：00（ラストオーダー21：30）

「お客様にハートフルなひと時をお約束する」を企業理念のひとつとするオリエンタルホテル 東京ベイ。
開業 25 周年を控え、プロジェクションマッピングや施設の拡充を図り、装いも新たにゲストをお迎えします。

オリエンタルホテル 東京ベイ
1995 年開業。客室数 511 室（503 室より変更）、料飲施設 5 店舗、大中
小の宴会場、チャペルなどを備える東京ディズニーリゾート®・パートナ
ーホテル。JR 京葉線新浦安駅北口直結で､東京ディズニーリゾート®ま
で 1 駅 3 分､無料シャトルバスの利用で約 15 分。
ホームページがリニューアルしました。
https://www.oriental-hotel.co.jp/

[運営会社] 株式会社ホテルマネージメントジャパン
★株式会社ホテルマネージメントジャパンについて
株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内 13 ホテル、4,310 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」、「マリオット」、「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：13 ／ グループホテル総客室数：4,310 室 ／ グループホテル総従業員数：約 2,402 名
（2018 年 12 月現在）
※ 国内 13 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）、ホテル日航奈良（奈良県奈良市/
330 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）、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）、 神戸メリケンパークオリエンタ
ルホテル（神戸市中央区/ 319 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＊2019 年 4 月開業予定（福岡市博
多区/ 221 室）、ホテル日航アリビラ（沖縄県読谷村/ 396 室）、オキナワ マリオット リゾート ＆ スパ（沖縄県
名護市/ 361 室）

＜本件に関する報道関係の皆様からのお問い合わせ先＞
オリエンタルホテル 東京ベイ
セールス＆マーケティング部 マーケティング課
広報担当

東 剛史 ・ 一戸 直子

（ひがし ・ いちのへ）

〒279-0011 千葉県浦安市美浜 1-8-2
Tel： 047-350-8200（直通）

/ Fax： 047-381-0851

Mail: naoko.ichinohe@oriental-hotel.co.jp

