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ヒルトン東京お台場
絶景バーベキュー ビアガーデン「アブレイズ」
ビアガーデン「アブレイズ」が
「アブレイズ」 4 月 27 日（土
土）オープン！
！
レインボーブリッジを一望する特等席で、
レインボーブリッジを一望する特等席で、手ぶらで
手ぶらで BBQ

バーベキューテラス 「アブレイズ」
「
※写真はイメ
写真はイメージです
ジです

【2019 年 4 月 26 日】 ヒルトン東京お台場（東京都
ヒルトン東京お台場（東京都港区台場、
、 総支配人：棚町誠二）は、
総支配人 棚町誠二）は、東京湾や東京タワー、
東京湾や東京タワー、
レインボーブリ
インボーブリッジ、東京のランドマーク
東京のランドマークを
を望みながらお
望みながらお楽しみいただける
しみいただけるバーベキュービアガーデン
バーベキュービアガーデン 「アブレイズ」を
「アブレイズ」
4 月 27 日（土
土）から 9 月 30 日（月）まで
までオープンします。
オープンします。
上質な牛肉のほか、ホテルならではのメニューを開放感あふれるテラス席でお楽しみください。
都心からわずか
からわずか 15 分でリゾート気分。
でリゾート気分。日中は心地よい風と
でリゾート気分。
心地よい風と眩い
眩い光に包まれ、夕暮れは
、夕暮れは澄んだ空気に
澄んだ空気に煌く
煌く絶景が楽
が楽
しめるバーベキュー
バーベキュー ビアガーデン 「アブレイズ」は、パーティーや
「アブレイズ」
パーティーや女子会、
女子会、カップルにも大人気
カップルにも大人気
カップルにも大人気。リフレッシュした時間を
リフレッシュした時間を
お過ごしください
ください。
■バーベキュー
バーベキュー ビアガーデン 「アブレイズ」概要
「アブレイズ」
場 所： 2 階 バーベキュー ビアガーデン 「アブレイズ」
期 間： 4 月 27 日（土）～9
日（土）
月 30 日（月）
※5 月 7 日（火）～
日（火）～7 月 12 日（金）＆
＆9 月１日（日）
（日）～9 月 30 日（月）：金曜ディナーと土・日・祝日ランチ＆ディナ
：金曜ディナーと土・日・祝日ランチ＆ディナ
ー限定で営業いたします。
営業いたします。
時 間： ランチ
11:30～16:30（最終入店
最終入店 14:30）
）
ディナー
17:30～21:30 （最終入店
最終入店 20:00
:00）
料 金： ランチ
お一人さま
さま 4,000 円// 6,000 円 （土・日・祝は
・日・祝は 6,000 円のみ）
ディナー
お一人さま
さま７,000 円 / 8,500 円 （土・日・祝は 8,500 円のみ）

～東京湾を一望する特等席
東京湾を一望する特等席
東京湾を一望する特等席～
春から秋にかけてオープンする期間限
定のバーベキューテラス。都心の喧騒か
ら離れた海辺のホテルで、東京湾とその
先に広がる東京の街並みを眺めながら
バーベキューがお
バーベキューがお楽しみいただけます。
しみいただけます。

～手ぶらでおしゃれに
手ぶらでおしゃれに～
手ぶらでおしゃれに

～ホテルならではの豪華食材
ホテルならではの豪華食材～
ホテルならではの豪華食材

お仕事帰りに、またデートでもご利用い
ただきやすいように匂い移りの心配がい
らない無煙ロースターをご用意しました。
機材や食材など準備もする必要もな
く、手ぶらでおしゃれにバーベキューをお
楽しみいただけま
しみいただけます。

上質な牛肉のほか、ポークスペアリブや、
厚切りベーコン、チキンケバブなどのバラエ
ティ溢れるメニューをお召し上がりいただけ
ます。

○スタンダードプラン シルバー 3,000 円
サッポロ生ビール、白ワイン、赤ワイン、ウィスキー、オレンジジュース、グレープフルーツジュース、ウーロン茶、
サッポロ生ビール、白ワイン、赤ワイン、ウィスキー、オレンジジュース、グレープフルーツジュース、ウーロン茶、コカ・コー
ラ、コカ・コーラゼロ、ジンジャーエール
ラ、コカ・コーラゼロ、ジンジャーエール、スプライト
、スプライト
○ゴールドプラン 3,500 円
スパークリングワイン（サッポロポールスター）、スパークリングカクテル、サッポロ生ビール、白ワイン、赤ワイン、ウィスキー、
オレンジジュース、グレープフルーツジュース、ウーロン茶、
オレンジジュース、グレープフルーツジュース、ウーロン茶、コカ・コーラ、コカ・コーラゼロ、ジンジャーエール
コーラ、コカ・コーラゼロ、ジンジャーエール
コーラ、コカ・コーラゼロ、ジンジャーエール、スプライト
、スプライト
予

約： レストラン総合案内 TEL：
：03-5500-5580
5580 （平日 10:00～21:30
10
30 土日祝 9::00～21:30）

ウェブサイト： https://www.hiltonodaiba.jp/plans/restaurants/4723
※強風などの悪天候および前日
強風などの悪天候および前日 15:00 の時点で降水確率 80%
%以上の場合は
以上の場合は営業中止とさせていただきます。
営業中止とさせていただきます。
※営業中止の場合は、ご予約者
営業中止の場合は、ご予約者 へご連絡させていただきます。
営業中止の場合は、ご予約者さまへご連絡させていただきます。
※お席はランチ
ランチ 90 分制、ディナー
、ディナー120
となります。
120 分制となります。
※表示金額には別途税金
表示金額には別途税金 サービス料が加算されます。
表示金額には別途税金・サービス料が加算されます。

■メニュー一例：
一例：BBQ ディナー お一人さま 7,000 円（平日限定）
前菜
シーザーサラダ
ザーサラダ
トルティーヤチップとスパイシーチーズディップ
グリル盛り合わせ
ポークスペアリブ
ポークスペアリブ/ラムチョップ
ムチョップ/国産カルビ
国産カルビ 30ｇ/サーロイン
サーロイン 50g/厚切りベーコンとパイナップルスキュー
厚切りベーコンとパイナップルスキュー
ロングチョリソー
ロングチョリソー/チキンケバブ
チキンケバブ/ホタテ/サーモン
サーモン 30g/赤イカ
赤イカ/天使の海老
天使の海老/野菜

ご飯 または なめこおろしそば
※ご予約はオンライン・電話にて承ります。
※当日のご利用についての WEB からの受付は ランチ 10:00 まで ディナー 15:00 までとなっております。
また、ご予約人数が 20 名さま以上の場合はオンラインではお受けできかねます。レストラン総合案内へお問合せください
名 以上の場合はオンラインではお受けできかねます。レストラン総合案内へお問合せください
※表示金額には別途税金サービス料が加算されます。
※写真はイメージです。

ヒルトン東京お台場について
2015 年 10 月 1 日にオープンしたヒルトン東京お台場は、スイートルーム 18 室を含む 453 の全客室に備えられたプライベートバ
ルコニーからレインボーブリッジと東京都心のパノラマビューを一望することができる東京湾のウォーターフロントに位置するホテルで
す。鉄板焼、寿司、天ぷら、懐石など、料亭のような趣の日本料理「さくら」、季節の食材をふんだんに取り入れた本格広東料
とうぐう

理「唐宮」、カクテルと豊富な種類のウィスキーを楽しめる「キャプテンズバー」に加え、2016 年 12 月 31 日にはオールデイダイニン
グ「SEASCAPE TERRACE DINING （シースケープ テラス・ダイニング）」と「Grillogy BAR & GRILL（グリロジー バー&グリル）」をオー
プン。現代の東京を代表する新たなダイニング・デスティネーションとして進化しました。さらに、1,200 平方メートルのボールルーム
を含むミーティング・イベントルームと 2 つのウエディングチャペルを備え、フィットネスセンターを含むスパには、海と空を望む開放的
な屋外ジェットバスや室内プールも完備しています。
詳細はこちらをご覧ください。www.hiltonodaiba.jp
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、約 100 年にわたり、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 585 軒以上のホテルを展開しています。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。www.hilton.com,
newsroom.hilton.com/hhr, https://www.facebook.com/hiltonhotelsjapan/,www.twitter.com/HiltonHotels,
www.instagram.com/hiltonhotels/

