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～「川崎日航ホテル」とチョコレートブランド「カカオバリー®」初のコラボレーション～ 

宿泊プランやハロウインイベントなどのチョコレート企画をライナップ！ 

大人からお子様まで楽しめる「秋のチョコレートキャンペーン」開催 

期間：2017 年 10 月 1 日（日）～11月 30 日（木） 
 

川崎日航ホテル（所在地：神奈川県川崎市川崎区／総支配人 山口祐一）では、フランスのプレミアムチョコレート

ブランド「カカオバリー®」と 2017 年 10 月 1 日（日）から 11 月 30 日（木）までの期間、「秋のチョコレートキャ

ンペーン」と題して、宿泊からレストラン、イベントまでチョコレートをテーマとした企画商品の販売をいたします。 

 

「地域に愛されるホテル」をスローガンに、ホテル認知拡大の取り組みを進めている中、特に力を入れお客様に大変

ご好評いただいている「ホテルスイーツ」の存在は、月に一度開催をしている「スイーツブッフェ」が毎回予約で満

席になるなど、レストランの利用促進並びにホテルファンの獲得に大きく繋がっております。 

本キャンペーンではホテル全館あげて、フランスでブランド力の高いプレミアムチョコレート「カカオバリー®」と

コラボレーションした、各種チョコレート商品の販売でキャンペーンを盛り上げます。厳選したチョコレートを使用

した 4種のボンボンショコラが付いた特別宿泊プランや、カカオバリーのシェフレシピを再現し、川崎日航ホテルエ

グゼクティブシェフパティシェが仕上げた数々のチョコレートスイーツが並ぶ人気のスイーツブッフェなどがご堪

能いただけます。さらにこれからの季節に盛り上がりを見せるハロウインイベントに合わせ、チョコレートスイーツ

＆軽食の販売やお子様向けのチョコレートクッキー作り体験など、楽しさ満載のハロウイン企画もご用意しておりま

す。チョコレート好きにはたまらない甘く彩るチョコレートづくしの本キャンペーンをお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

～川崎日航ホテル×カカオバリー®～「秋のチョコレートキャンペーン」概要～ 
 

 

【宿泊】 
 

〈客室リニューアル記念宿泊プラン〉 

川崎日航ホテル×カカオバリー® 厳選 4種のボンボンショコラ付き宿泊プラン 
 

カカオバリーの厳選した 4種のチョコレートを使用し、一 

つひとつ丁寧に作られたオリジナルのボンボンショコラが 

付いた期間限定の特別プランです 

10 月 1 日（日）に最上階の 20F に新フロア「プライム」が 

リニューアルオープンいたします。全室に新次元のマット 

レスパッド「エアウイーブ」を完備、上質なバスアメニテ 

ィも用意しております。さらに 16 階、17 階の 2フロア 68 

室を 20 階客室改装のデザインコンセプトにあわせ、壁紙、 

天井、カーペット、家具の一部を更新し、廊下部分を含め 

たフロア全体の表装改装を実施したお部屋のご用意もござ 

います。 

●宿泊対象期間 

   2017 年 10 月 1 日（日）～11月 30 日（木） 

●厳選 4種のチョコレートのご紹介                                                                                                                     

◇「アルトエルソル」・・ペルーの限定した農園のカカオ豆だけを使用しているため、より深くその土地 



 
 

のアロマを味わえるチョコレート。レッドフルーツの香りと強い酸味が印象的で口の中で驚くほど長くフ 

ルーティーな香りが楽しめます。 

◇「パプアジィ」・・香り高いヘーゼルナッツの香りやまろやかなキャラメルの香りを感じ、限定した国 

で収穫されるカカオ豆だけを使用しその地域のカカオ本来の風味を味わえます。 

◇「エクセランス」・・カカオバリー独自の発酵法「Q-フェルマンタシオン」により、カカオ豆一粒一粒 

が本来持つ豊かな香りを最大限に引き出し、芳醇な香り、バランスのよい風味と甘みが特徴。 

◇「ゼフィール」・・とても滑らかでミルクの風味が豊かな甘さ控えめのホワイトチョコレート。厳選し 

た世界中の高品質なカカオ豆を使用しています。 

●部屋タイプ＆料金 

・スーペリアセミダブルルーム〈16 ㎡〉1室 2名様 17,100 円～（和洋ブッフェスタイル朝食付・税込み） 

・デラックスクイーンルーム〈26 ㎡〉1室 2名様 28,000 円～（和洋ブッフェスタイル朝食付・税込み） 

・デラックスツインルーム〈31 ㎡〉  1 室 2 名様 28,000 円～（和洋ブッフェスタイル朝食付・税込み） 

 

ご予約・お問合せ先：044-244-5941（宿泊予約） 

 

【レストラン】 
 

川崎日航ホテル×カカオバリー® 「チョコレートスイーツブッフェ」 
 

10 月の第一弾ではカカオバリーのチョコレートを使用して、川崎日航ホテルエグゼクティブシェフパティシ 

ェの馬場園安秀が仕上げたチョコレートの世界観と独創的なスイーツの数々がご堪能いただけます。11 月の 

第二弾ではカカオバリーのシェフレシピを再現したスイーツもお楽しみいただけます。さらに第三弾ではお 

客様の目の前で仕上げるプレミアムなスイーツの登場や、カカオバリーが現在限定販売している「ハイチ産」 

のチョコレートを使用したこの期間だけの限定スイーツも並びます。チョコレートのコラボレーションメニ 

ューからホテルオリジナルメニューまでご注目ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ●開催期間 

   第一弾 2017 年 10 月 14 日（土）～10 月 16 日（月） 

   第二弾 2017 年 11 月 4 日（土）～11 月 6 日（月） 

   第三弾 2017 年 11 月 18 日（土）～11 月 20 日（月） 

●内容 

   チョコレートをテーマのスイーツ約 20 種、軽食（パスタ・サンドイッチ・スープ等）約 9種、コーヒー 

紅茶・ソフトドリンク等のブッフェスタイル ※第三弾はチョコレートスイーツの実演有り 

●時間〈1部 2部の完全入れ替え制〉 

   1 部 12:00～14:00／2 部 14:30～16:30 

   ※第三弾は 1部 11:30～13:30／2 部 14:30～16:30 となります 

●料金（税・サービス料を含む） 

   大人 3,000 円、小学生 1,800 円、幼児〈3歳以上〉850 円（料金には税金・サービス料が含まれます） 

   ※第三弾は大人 4,200 円、小学生 2,600 円、幼児（3歳以上）1,000 円 

●場所 

   7 階バーラウンジ「夜間飛行」 

 

ご予約・お問合せ先：044-221-2145（夜間飛行） 

 



 
 

【イベント】 
 

川崎日航ホテル×カカオバリー® 「ハッピーハロウイン 2017／開催日 10 月 28 日（土）29 日（日）」 
 

お楽しみ満載の川崎日航ハロウインイベントをご案内いたします。 
 

イベント 1.『ハロウイングルメワゴン』 

ホテルオリジナルのハロウインスイーツや、軽食、 

スープ、ドリンクなどを販売いたします。 

●時間 11:00～17:00 

●場所 ホテル 1階正面口 特設ブース 
 

イベント 2.『キッズ限定 トリックオアトリート！』 

合言葉の「トリックオアトリート」を言うと、「カカオ  

バリー®」を使ったホテルオリジナルのチョコレートを 

1 個プレゼント 

●時間 11:00～17:00 

●場所 ホテル 1階正面口 特設ブース 

※各日小学生以下 200 名様限定。無くなり次第終了 

※１人につき 1個のみのプレゼント。 
 

イベント 3.『親子でハロウイン！キッズパティシエクッキー作り体験』〈予約制〉 

仮装のままでも大歓迎！ホテルパティシェと一緒にスイーツ作りに挑戦。生地を伸ばしデコレーションし 

て世界にひとつだけのハロウインチョコレートクッキーを作りませんか。フォトコーナー有り（自由撮影） 

●開催日 10 月 28 日（土）のみ 

●時間 1 部 受付 12:10～／体験 12:30～13:00（約 30 分）※焼き上がり 14:00 以降 

2 部 受付 14:10～／体験 14:30～15:00（約 30 分）※焼き上がり 16:00 以降 

●定員 各回限定 40 名様 ※エプロンはご持参ください 

●会場 川崎日航ホテル 8階宴会場『リーフ』 

●参加費 親子ペアで 2,000 円（お一人様追加 1,000 円）※お子様は 4～9歳対象 

※焼き上がったクッキーは 1階正面口特設ブースにてお渡しいたします。 

●予約 9 月 28 日（木）より受付開始いたします。044-221-2134（10F レストランナトゥーラ） 
 

イベント 4.『～川崎日航ホテル×カカオバリー®～ ハロウィンフォトスポット』 

ホテル正面口にハロウイン気分を盛り上げてくれるフォトスポットが登場します。自由に撮影が可能です。 

●時間 11:00～17:00 自由撮影 

●場所 ホテル 1階正面口 

『♯川崎日航ホテル』『♯カカオバリー』の両方を付けて twitter または instagram にその場で投稿すれば 

お楽しみプレゼント有り。（各日先着 150 名様） 
 

イベント 5.『ハロウィンウイークウエルカムチョコレート』 

宿泊ゲスト対象にチェックインの際に 1階フロントで「カカオバリー®」を使ったホテルオリジナルのウエル 

カムチョコレートをプレゼント 

●期間 10 月 25 日（水）～10 月 31 日（火） 

 

ハロウイン企画のお問合せ先：044-233-5957（マーケティング室） 

 

○カカオバリー®（CACAO BARRY®）のご紹介 

世界最大のチョコレートおよびココア製品メーカーであるバリーカレボーグループのフ 

ランスのプレミアムグルメブランド「カカオバリー®」。高品質でアロマ豊かなチョコレ 

ートでシェフ達にインスピレーションを与え、美しくておいしいチョコレートを世界中 

に届けています。 
 

 

【本件に関するお問い合わせ先】  

 

           〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町 1 番地  

http://www.kawasakt-ntkko-hotel.com 

マーケティング室 担当：宮崎学／片山知子 TEL 044-233-5957／FAX 044-233-5869 e-matl：ktkaku@k.ntkkohtl.co.jp 


