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ヒルトン東京ベイは、東京ディズニーリゾート®のオフィシャルホテルです。
東京駅からわずか20分という位置にありながら、
海と空に囲まれたリゾートの雰囲気にあふれています。

ヒルトン東京ベイでは、生徒の皆様が快適なホテル滞在ができるよう
お手伝いをいたします。
普段の学校生活ではふれることのできない体験を通して、
生徒の皆様が豊かに成長されることを心より願っております。

WELCOME TO 
HILTON TOKYO BAY



ヒルトン東京ベイで
思い出に残る修学旅行を

生徒の皆様の安全とご引率の方々の目線に立った
サービスをご提供いたします。

■ 先着荷物のお部屋入れ
 14時までにホテルへ到着したお荷物は、無料で各お部屋へお届けします。

■ 東京ディズニーリゾート®・オフィシャルホテルで唯一の 
コンビニエンスストア（1階）

　 コンビニエンスストアが年中無休で24時間営業しています。
 急に何か必要になった時などに便利です。
 ※館内にタバコ・アルコールの自動販売機はありません。

■ 館内で「ディズニーファンタジー」も営業中
 東京ディズニーリゾートで販売している各種グッズを扱うショップです。パーク内で
うっかりお土産を買い忘れても、ここに来れば大丈夫です。

■ スムーズなご出発
 どの朝食会場からも階段で 1階まで移動可能で、ご朝食後スムーズにご出発いただ
けます。またバスでのご到着・ご出発は、ホテル敷地内で乗降いただけます。

■ 分かりやすい出入口
 出入り口は 1階の2ヶ所（正面入口と宴会入口）のみとなっています。
 生徒様だけでの班別のお帰りでも安心です。

宿 泊
● ゆったりとした広さの客室
● ベランダが無く、安心、安全

食 事
● 和洋ビュッフェの朝食
● アレルギーをお持ちの生徒様も安心

正面入口 コンビニエンスストア



お部屋のご案内

エキストラ・ソファベッドの使用はありません。
■  総客室数は828室。1フロアで約300～500名様のご宿泊が
可能です。

■  海側40㎡、パーク側35㎡のゆとりのある広さを確保しております。
■  ソファベッド・エキストラベッドの使用は無く、生徒様同士の不公 
平感はございません。

■  また、ベランダが無く、窓も空気の入れ替えの為にわずかに開
く程度ですので皆様に安心してご宿泊いただけます。

・冷蔵庫は空になっております。ご自由にお使いください。
・ミニバーやスナック類の用意はありません。
・各部屋には、日本茶のティーバッグとポットをご用意しております。

高層階のスタイリッシュな客室「セレブリオ」は、アートを感じさ
せる楽しくスタイリッシュな空間です。ゆるやかな曲線と柔らか
なアクセントカラーに囲まれ気持ちもリフレッシュできます。

ヒルトン東京ベイのスタンダードルーム。さりげなく和のテイスト
を取り入れた落ちつきのある客室です。

■ ベッド設置例　海側40㎡／4名定員の場合 ■ ベッド設置例　パーク側35㎡／3名定員の場合

celebrio
セレブリオ  9～11階

Family Happy Magic Room／Happy Magic Room
ファミリーハッピーマジックルーム  4・5階／ハッピーマジックルーム  3階

Hilton Room
ヒルトンルーム（スタンダード） 6～8階

オリジナルの童話の世界が再現されたイマジネーションにあふれる
体験型客室。エレベーターを降りた瞬間から魔法の森の世界が広が
ります。

ハッピーマジックルームの世界観はそのままにバンク（2段）ベッド
が設置されました。パーク側は5名1室、海側は6名1室での利用が可
能です。

2段ベット 2段ベット

■ ファミリーハッピーマジックルーム
 ベッド設置例 □6名対応は海側のみ

◀5名レイアウト例 6名レイアウト例▶

ファミリーハッピーマジックルーム ハッピーマジックルーム



1フロアで約300～500名様が
ご宿泊可能

地下 1階朝食会場からの
ご出発はこの階段で 1階へ

バスでご到着の場合は
宴会入口前にて降車

ご到着後、赤矢印を進み
エレベーターから客室へ

2階朝食会場からの
ご出発はこの階段で 1階へ

館内のご案内

※ レイアウトはフロアにより 
異なる場合がございます。

※ 定員数は、フロアにより異なる
場合がございます

宴会場

客室フロア平面図

客室フロア

ロビー・レストラン

宴会場・レストラン

B1F

2F

3-11F

1F

エレベータは各フロアに2ヶ所、
それぞれ4台（各定員20名）ずつ設置



お食事のご案内

楽しいお食事のひとときも、大切な思い出のひとつに。

300名／30卓の場合

モデル
レイアウト 1 100名／10卓の場合

モデル
レイアウト 2

出入口 出入口

出入口

※写真はイメージです。

※お食事会場の用意が複数の会場になる場合がございます。



朝食は人気の和洋食のビュッフェ。
B R E A K FA S T

※御飯は国産米を使用しております。

和食のおかずも豊富にご
用意しているので、軽度の
アレルギーをお持ちの生
徒様であればご自身でお
選びいただけます。アレ
ルギーの成分表示で対応
ができない場合等は、ご
相談ください。また、連泊

の場合は2日目のお食事の内容を違うメニューにアレンジい
たします。
特別支援学校様のご宿泊などで、刻み食やペースト食などの
再調理が必要な場合もおまかせください。
食事会場は、地下1階、1階、2階の宴会場もしくはレストランに
てご用意しております。

■ベーカリー クロワッサン、ソフトロールパン、
ホールウィートロール、ブレッドロール、
カイザーロール、チャバタ、チョコレートデニッシュ、
バニラレーズンデニッシュ、バター、
マーガリン、ブルーベリージャム、
ダイエットストロベリージャム、ハニー、マーマレード

■サラダ レタス、ミズナ、キュウリ、人参、牛蒡サラダ

■ドレッシング サウザンアイランド、和風

■フルーツ フルーツサラダ

■温かいお料理 スクランブルエッグ、ボイルドエッグ、
フレンチフライ、ベーコン、ソーセージ

■和食 豆腐ハンバーグ、筑前煮、お味噌汁、御飯、
焼海苔、玉子焼きナス煮びたし、しば漬け、
おみ漬け、梅干、カツオふりかけ、つぼ漬け

■ジュース類 オレンジジュース、ベジタブルジュース、
アップルジュース、ミルク

※写真はイメージです。

ご夕食はビュッフェ料理プランとコース料理プランの2種類をご用意しております。
D I N N E R

ビュッフェ料理プラン（30名様以上）

バラエティ豊かなお料理をお楽しみください。

※写真はイメージです。

■前菜 ケイジャンスパイス風味の白身魚フライ
アジアンタルタルソース、
若鶏胸肉のローストと自家製ピクルス、
コールスローミックスレタスサラダ、
和風ドレッシング

■スープ レンズ豆のスープ

■メイン料理 チキンカレー、白身魚のフライ、酢豚、
ショートパスタアラビアータ、
上海風焼きそば、ブロッコリー、ご飯、パン

■デザート フルーツカクテル、ケーキとタルト、コーヒー、紅茶

〈メニューの一例〉

〈メニューの一例〉

コース料理プラン
お食事を楽しみながら
本格的なテーブルサービスが体験できます。

※写真はイメージです。

※ビュッフェ料理プランは、定量となっており“食べ放題”ではございません。
※テーブルマナープランもご用意しております。

■前菜 サテーマリネチキン
パスタとグリーンサラダ添え

■スープ スイートコーンスープ

■メイン料理 ハンバーグステーキ マッシュルームソースと白身魚の
ソテー、ハーブレモンバターソースと季節の温野菜、
ライス、パン

■デザート ストロベリーマスカルポーネケーキ 
コーヒーまたは紅茶

〈メニューの一例〉



hiltontokyobay.jp

ロケーション

電車でのアクセス
東京駅から約20分。JR京葉線／武蔵野線で舞浜駅下車後、
隣接するディズニーリゾートラインのリゾートゲートウェイ・ステーションから
モノレールに乗り、ベイサイド・ステーション下車後徒歩約 1分。

車でのアクセス
首都高速道路湾岸線、葛西ランプまたは浦安ランプより約15分。
（舞浜ランプは東京方面への入口のみとなります）

東京ディズニーランドからのアクセス
ディズニーリゾートラインの東京ディズニーランド・ステーションから
モノレールに乗り、ベイサイド・ステーション下車徒歩約1分。
または、駐車場内歩道とリゾート内歩道を通り、徒歩で約20分。

東京ディズニーシーからのアクセス
ディズニーリゾートラインの東京ディズニーシー・ステーションから
モノレールに乗り、ベイサイド・ステーション下車後徒歩約 1分。

・ 東京ベイ・浦安市川医療センター 〒279-0001 千葉県浦安市当代島 3-4-32 Tel: 047-351-3101 （ホテルから車で約 15分）
・ 浦安警察署 〒279-00 1 1 千葉県浦安市美浜5-13-2 Tel: 047-350-01 10  （ホテルから車で約 15分）
・ 浦安市消防本部 〒279-0004 千葉県浦安市猫実 1-19-22 Tel: 047-304-0119 （ホテルから車で約 10分）
・ 市川保健所 〒272-0023 千葉県市川市南八幡5-11-22 Tel: 047-377- 1 101 （ホテルから車で約30分）

緊急連絡先

ヒルトン東京ベイ
HILTON TOKYO BAY

〒279-0031  千葉県浦安市舞浜 1-8
Tel: 047-355-5000　Fax: 047-355-5019

E-mail: tokyobay@hilton.com

ヒルトン東京ベイ 大阪セールスオフィス
HILTON TOKYO BAY OSAKA SALES OFFICE

〒530-0001  大阪市北区梅田1-8-8 ヒルトン大阪内
Tel:  06-6347-8567 　Fax: 06-6347-7804


