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～廃材を使ったキーホルダー作り～

町工場の技術やものづくりが体験できるワークショップイベントを開催
株式会社ホテルマネージメントジャパンが運営する ホテル オリエンタルエクスプレス 東京蒲田（東京
都大田区 ホテルマネージャー／矢神 達也）が、大田区の町工場の技術や、ものづくりが体験できる
ワークショップイベント「廃材を使ったキーホルダー作り」を開催いたします。

当ホテルのコンセプトは、「蒲田ならではの町工場を感じるホテル」、町工場やそこで働くクラフトマンの
『体験価値を持つホテル』。
地域の特徴をコンセプトにして、地域密着のホテルとして 2019 年 4 月に開業いたしました。
新型コロナウイルスの影響で中止となったホテル開業 1 周年イベントの際にお伝えすることができなか
った感謝の気持ちを改めてお伝えするとともに、地域の皆様との交流の場になればという想いで本ワ
ークショップイベントを開催することにいたしました。

「廃材を使ったキーホルダー作り」
金属を削るときに出る「切粉」や「ナット」など様々な廃材を使用して、UV レジン（紫外線に反応し硬化
する液体）で固め、キーホルダーを作ります。

※作品展示のイメージ
≪ワークショップイベント概要≫
【日時】
2020 年 11 月 3 日(火・祝)
①11:00～ ②12:00～ ③14:00～ ④15:00～
所要時間約 45 分間、各回定員 8 名
【料金】
お一人様 500 円（税込み）（大人・小人同料金） ※支払いは現金のみ
【場所】
ホテル オリエンタルエクスプレス 東京蒲田 1 階 エクスプレスカフェ
【イベント内容】
・ワークショップ「廃材を使ったキーホルダー作り」
・作品展示 町工場の技術で作った作品などを展示します。
【参加条件】
・小学生以上、大人の方までご参加いただけます。
※小学校低学年のお子様のご参加は必ず大人の方の付き添いをお願いします。
・イベントには地域の皆様、遠方からのご宿泊のお客様、大人子供を問わずご参加いただけます。
【申込方法】
・電話にて事前予約（参加人数、ご希望の日にち、時間をご指定ください。）
・専用宿泊プランにてお申し込み。（予約フォームに必要事項をご入力ください。）
【予約受付開始】
2020 年 10 月 9 日(金)～
※定員になり次第、受付終了となります。
【ご予約・お問い合わせ】
ホテル オリエンタルエクスプレス 東京蒲田 フロント
TEL 03-3733-5511
【イベント協力】
くりらぼ多摩川様、一般社団法人 大田観光協会様
イベント詳細ページ https://bit.ly/30IsN2p
※本企画は、新型コロナウイルス感染症の状況などによっては変更になる可能性もあります。

また、本イベント開催日の 11 月 3 日は、おおた商い観光展 Presents『好きです、大田区～我がまち再
発見！～』が開催中で、参画する日本工学院専門学校 IT カレッジ 情報ビジネス科 ホテルコースの
学生がホテル 1 階のエクスプレスカフェで 4 日間限定（10 月 31 日～11 月 3 日）のお店を開きます。ド
リンクやお菓子などの販売を行うほか、ホテル入口では学生が元気なご挨拶でイベントの雰囲気を盛
り上げます。
ホテル公式サイト詳細ページ https://bit.ly/2GOjTsM

おおた商い観光展 Presents『好きです、大田区～我がまち再発見！～』

一つの会場で展示会を開くのではなく、大田区の街全体を一つの会場と見立て、お客様（区民中心）に
直接お店や観光地に訪れていただき、大田区の商店や観光地の魅力の再認識を促す企画。
開催期間 2020 年 10 月 1 日（木）～12 月 16 日（水）
主催 大田区、大田区産業振興協会、大田区商店街連合会、大田観光協会、東京商工会議所大田支部、
大田工業連合会
公式サイト https://www.pio-ota.jp/a-fair/2020/

ホテル オリエンタルエクスプレス 東京蒲田では、以下のような感染症対策を行っております。
・消毒液の増設及び定期的な清掃・消毒
・定期的な換気
・身体的距離確保のお願い
・飛沫感染防止のアクリルボード
・接触感染防止のキャッシュトレー使用徹底
・スタッフのマスク着用義務とお客様への共用エリアでのマスク着用のお願い
・スタッフの出勤前の検温

【LINE 公式アカウント情報】
アカウント名
ホテルオリエンタルエクスプレス東京蒲田
LINE ID
@orientalexp.kamata
友だち追加 URL https://bit.ly/2Yt7iC0

ホテル オリエンタルエクスプレス 東京蒲田
2019 年 4 月 19 日開業。客室数 158 室、料飲施設 1 店舗。コンセプ
トは、「蒲田ならではの町工場を感じるホテル」、町工場やそこで働く
クラフトマンの『体験価値を持つホテル』。
京急蒲田駅より徒歩 3 分。
https://tokyokamata.hotelorientalexpress.com/

日本工学院専門学校（東京 蒲田キャンパス）
東京都心の空の玄関にほど近い「JR 蒲田駅」の近くにある、独
立した大型キャンパス。創立 73 年、卒業生数は約 23.5 万人以
上、多彩な学科を持つ総合専門学校。2016 年 6 月、キャンパス
内地下 4F に 4,000 人収容の片柳アリーナほか充実した施設を
含む、新蒲田キャンパスが完成。 https://www.neec.ac.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 会社概要
株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内 20 ホテル、5,955 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：20 ／ グループホテル総客室数：5,955 室 ／ グループホテル総従業員数：約 2,600 名
※ 国内 20 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）、ヒルトン東京お台場（東京都港区/453 室）、ホテル オリエンタルエクス
プレス 東京蒲田（東京都大田区/ 158 室）、ホテル オリエンタルエクスプレス 東京銀座（東京都中央区/ 103 室）、オ
リエンタルホテル京都 ギャラリー（京都府東山区/ 150 室）、オリエンタルホテル京都 六条（京都府下京区/ 166 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）、 オリエンタル
スイーツ エアポート 大阪りんくう（大阪府泉佐野市/ 258 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
/ 323 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（福岡市博多区/221 室）、沖縄ハーバービューホテル（沖縄県那覇市/ 352
室）、ホテル日航アリビラ（沖縄県読谷村/ 397 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＞
ホテル オリエンタルエクスプレス 東京蒲田
広報窓口／オリエンタルホテル 東京ベイ内
担当 ： 東 （ひがし）
Mail: higashi@oriental-hotel.co.jp Tel： 047-350-8401 （直通）

