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報道関係各位 

ニュースリリース 

2023 年 2 月 17 日 

 

『桜と川崎工場夜景を楽しむ、4 日間限定の宿泊付きレストランバス』 

～花見のお供はホテルパティシエ特製の桜スイーツ～ 

2023 年 2 月 20 日（月）14:00 より販売開始 

 

川崎日航ホテル（川崎市川崎区／総支配人 土谷文明）、ホテルメトロポリタン 川崎（川崎市幸区／総支配人 

金田文典）、川崎キングスカイフロント東急 REI ホテル（川崎市川崎区／総支配人 岡部久子）、ホテル縁道

（川崎市川崎区／支配人 吉岡明治）の川崎市内 4 ホテルと、地域企業である株式会社 チッタ エンタテイメ

ント（川崎市川崎区／代表 美須アレッサンドロ）は共同企画として、WILLER EXPRESS 株式会社の東京レ

ストランバスとコラボレーションし、桜と川崎工場夜景をテーマとする宿泊付きレストランバスプランを、

2023 年 2 月 20 日（月）より予約サイト『WILLER TRAVEL』

（https://travel.willer.co.jp/restaurantbus/tokyo/kawasaki-hotel/）で販売を開始します。 

  

本企画は、「観光」と「食」が融合した日本初のレストランバスを活用し、川崎の魅力を再発見できる内容を盛

り込んだプランです。カップルをはじめ、女性同士や母娘の親子旅行などにご利用いただきたいという思いか

ら、企画メンバーは女性で構成され、女性ならではの視点を取り入れました。 

川崎が誇る観光資源の一つである“工場夜景と四季を楽しむ”をテーマに、第一弾は桜の季節に合わせた 4 日間限

定（3 月 24 日～27 日）の特別ルートでバスを運行します。 

 

◎レストランバスツアーのポイント 

① 東京と川崎の夜桜を車窓から鑑賞する 4 日間限定の特別ルート 

東京の桜の名所「千鳥ヶ淵」と川崎駅線路沿いに約 500m 続く桜並木を車窓から鑑賞することができ、車内

テーブルに施された桜の小物や装飾で記念撮影やお花見気分がお楽しみいただけます。また、レストランバ

スの 2 階からはより近くで夜桜を堪能でき、格別なひとときを演出します。 

② コース料理のデザートは、川崎日航ホテルパティシエが作る「桜のスイーツプレート＆チョコレートアソー

ト」をご用意 

最大の目玉は、車内で提供するフレンチコース料理のラストに華やかさを添えるデザート。女性企画メンバ

ーが考案し川崎日航ホテルのエグゼクティブシェフパティシエ馬場園安秀が作り上げました。 

https://travel.willer.co.jp/restaurantbus/tokyo/kawasaki-hotel/
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アヴァンデセールは、新緑をイメージしたピスタチオグリーンの「クレームブリュレ」、グランデセールの

「桜のスイーツプレート」は、自家製桜の葉パウダーと川崎産卵を使いふわふわのスポンジを焼き上げ、桜

のクリームを巻き込んだロールケーキと、桜香るすっきりとした甘さの白あんをサンドしたマカロン、炊き

上げた北海道産小豆をサンドし桜の葉で包んだダックワーズの 3 種類を盛り付けた、桜づくしの春を感じる

一皿です。 

プティフルの「チョコレートアソート」は、川崎大師銘茶老舗「川崎京香園」のほうじ茶や、川崎産の苺、

はちみつといった、川崎ならではの素材を取り入れたほか、工場夜景や桜をイメージしたデコレーションな

ど 4 種類のフレーバーがお楽しみいただけ、お土産としてお持ち帰りも可能です。 

③ 川崎市内のチーズバルからセレクトしたチーズと、桜色のスパークリングカクテルで乾杯 

チッタ エンタテイメントが運営するラ チッタデッラ内の人気チーズバル「La Petite Fromagerie～小さな

チーズの店～（ラ プチ フロマージェリー）」からセレクトした 4 種類のチーズと共にお召し上がりいただ

けます。 

④ 高さ約 3m！オープンルーフならではの視点で、川崎工場夜景スポットを鑑賞 

ガイドスタッフによる工場夜景の豆知識や解説もあり、普段とは違った目線から眺める地上約 3m からの景

色が堪能できます。 

⑤ 川崎市内 4 ホテルから選べる宿泊付き 

本レストランバスプランは、川崎日航ホテル、ホテルメトロポリタン 川崎、川崎キングスカイフロント東

急 REI ホテル、ホテル縁道から選べる宿泊付きで、ツアー後はゆっくりホテルでお過ごしいただけます。宿

泊先のホテル近くで降車ができるのも魅力です。 

 

◎宿泊付きレストランバスプラン概要 

■ 予約期間 ：2023 年 2 月 20 日（月）14:00 より ※予約期限は、出発 2 日前 6:50 まで 

■ 宿泊期間 ：2023 年 3 月 24 日（金）、25 日（土）、26 日（日）、27 日（月） 

■ 料金（1 室 2 名様利用時の 1 名料金） 

●川崎日航ホテル 

・エグゼクティブダブル（21 ㎡） お一人様 25,500 円～ 

・デラックスツイン（プライムフロア 31 ㎡） お一人様 28,000 円～ 

●ホテルメトロポリタン 川崎 

・スタンダードクイーン（23 ㎡） お一人様 23,500 円～ 

・スタンダードツインルーム（30 ㎡） お一人様 25,000 円～ 

●川崎キングスカイフロント東急 REI ホテル 

・スーペリアクイーン（19 ㎡／リバービュー） お一人様 24,500 円～ 

・スーペリアツイン（24.3 ㎡／リバービュー） お一人様 25,500 円～ 

●ホテル縁道 

車内からの川崎工場夜景イメージ 川崎駅線路沿いの桜並木 

（ツアーでは夜桜を鑑賞） 

フレンチコースイメージ 
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・スタンダードセミダブル（13 ㎡） お一人様 20,600 円～ 

・スタンダードツイン（14 ㎡） お一人様 20,900 円～ 

※全国旅行支援「いざ、神奈川！」対象で上記から最大 5,000 円引きとなります。 

■ 料金に含まれる内容（1 名様） 

レストランバス桜＆川崎工場夜景特別鑑賞コース（コース料理、桜のスイーツプレート＆チョコレートアソ

ート、乾杯酒“桜色のスパークリングカクテル”含む）、ホテル 1 泊室料、サービス料、消費税 

■ メニュー内容（レストランバス車内） 

前菜：乾杯酒“桜色のスパークリングカクテル”とチーズ 4 種のマリアージュ 

サラダ：季節のサラダ 

温菜：ムール貝のプロヴァンス風 

メイン：黒毛和牛のローストビーフ 

アヴァンデセール：ピスタチオのクレームブリュレ 

グランデセール：桜のスイーツプレート（桜のロールケーキ、桜のマカロン、桜のダックワーズ） 

プティフル：チョコレートアソート（桜、川崎産はちみつ、川崎産苺、川崎大師銘茶老舗「川崎京香園」の

ほうじ茶） 

コーヒー又は紅茶 

※乾杯酒はノンアルコールスパークリングカクテルに変更可能です。 

※上記以外の酒類やソフトドリンク、ボトルドリンク類は、別途料金を頂戴します。 

 

■ 行程（乗車時間約 3 時間 30 分） 

【走行ルート】東京駅丸ビル前 18:00 出発～★千鳥ヶ淵～★内堀通り～東京タワー～レインボーブリッジ～

●扇町～●千鳥町～●首都高速川崎線（K6）～★川崎線路沿いの桜並木（堀川町線）～各ホテル周辺 21:00

～22:00 頃到着 

※★は桜スポット、●は工場夜景スポット 

※全て車窓見学となり、道路状況などにより運行時間や走行ルートが変更となる場合がございます。 

※桜の開花は気象状況により前後します。 

※最小催行人数 4 名（催行は 6 日前までに決定します。） 

 

■ 宿泊付きレストランバスプランのご予約・お問い合わせ 

WILLER MARKETING 株式会社 0570-200-770（11：00～18：00） 

予約サイト URL：https://travel.willer.co.jp/restaurantbus/tokyo/kawasaki-hotel/ 

桜のスイーツプレート 川崎の素材を使った「チョコレートアソート」 

https://travel.willer.co.jp/restaurantbus/tokyo/kawasaki-hotel/
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【川崎日航ホテル エグゼクティブシェフパティシエ 馬場園安秀】 

都内フランス菓子専門店、三ツ星レストランなどに約 10 年間勤め、

1997 年から 15 年間オーナーシェフとして横浜市の菓子店を営業、そ

の後、都内結婚式場のシェフパティシエを経て、2016 年川崎日航ホテ

ルに入社。エグゼクティブシェフパティシエを務める。 

地元食材を使ったスイーツ作りで、川崎の魅力を発信。『素材の持ち味

を大切にすること』をモットーに、想いを込めたお菓子を作り、皆さ

まに幸せを届けます。 

 

 

【宿泊施設案内】 

●川崎日航ホテル 

川崎の玄関口である JR 川崎駅に隣接した絶好のロケーションで、羽

田空港や東京・横浜のスポットにも好アクセスなホテル。川崎を代表

するにふさわしい交流拠点としてお客様を温かくお迎えいたします。 

住所：神奈川県川崎市川崎区日進町 1 番地 

アクセス：JR 川崎駅中央東口より徒歩約 1 分、京急川崎駅より徒歩約

5 分 

公式サイト URL：https://www.kawasaki-nikko-hotel.com/ 

 

 

●ホテルメトロポリタン 川崎 

JR 川崎駅隣接のアクセス便利なホテル。プランでご利用いただけるス

タンダ―ドクイーンとスタンダードツインはゆとりある空間で、バス

とお手洗いがセパレート。バスルームは洗い場が付き、レインシャワ

ーもある。 

住所：神奈川県川崎市幸区大宮町 1-5 

アクセス：JR 川崎駅西口より徒歩約 2 分、京急川崎駅より徒歩約 9

分 

公式サイト URL：https://kawasaki.metropolitan.jp/ 

 

 

●川崎キングスカイフロント東急 REI ホテル 

多摩川が目の前に広がり、対岸の空港では飛行機の発着も見える開放

的なホテル。次世代ライフスタイルホテルとして、大浴場など快適な

要素も揃う。 

住所：神奈川県川崎市川崎区殿町 3-25-11 

アクセス：羽田空港から車で約 15 分 （シャトルバス運行） 

羽田空港から電車で 21 分、JR 川崎駅・京急川崎駅から無料シャトル

バス約 20 分 

公式サイト URL：https://www.tokyuhotels.co.jp/kawasaki-r/ 
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●ホテル縁道 

東海道五十三次の二番目の宿場町である川崎宿に位置し、旅人と地域

の日常が交差した様々な『縁』が生まれる当ホテルで唯一無二のご滞

在をお楽しみください。 

住所：神奈川県川崎市川崎区宮本町 2-25 

アクセス：JR 川崎駅より徒歩約 8 分、京急川崎駅より徒歩約 4 分 

公式サイト URL：https://en-michi.jp/ 

 

 

 

【ラ チッタデッラ概要】 

株式会社 チッタ エンタテイメントが、プロデュース・運営する「ラ 

チッタデッラ」は、イタリアのヒルタウン（丘の上の街）をモチーフ

にデザインされた新スタイルの複合商業施設です。『エンタテイメン

ト＆カルチャー』、『イタリア』、『ロマンス』をコンセプトに作られた

施設内には、遊び心をくすぐるテナントが集積しています。 

住所：神奈川県川崎市川崎区小川町 4-1 

アクセス：川崎駅から徒歩５分、京急川崎駅から徒歩７分 

公式サイト URL：https://lacittadella.co.jp/ 

 

【レストランバス概要】 

WILLER EXPRESS 株式会社が提供する移動と食の融合により新たな感動体験を提供する「レストランバス」は、

1 階にキッチン、2 階には対面式の座席とテーブルを備え、透明で開閉可能なオープンルーフは開放感があり、

いつもと違う目線から眺める景色と、本格的な料理をお楽しみいただけます。 

東京レストランバスの外装は、東京らしさをイメージし、多数のビル群や観光名所を“食”と掛け合わせてポップ

なカラーリングでデザインしています。内装は、シックな色合いでまとめ、夜は調光可能な LED と間接照明によ

り、高級感あふれる落ち着いた空間になっています。 

公式サイト URL：https://travel.willer.co.jp/restaurantbus/tokyo/ 

 

 

 

【本件リリースに関するお問い合わせ先】川崎日航ホテル マーケティング室 片山 知子 

〒210-0024 神奈川県川崎市川崎区日進町 1 番地 

TEL.044-233-5957 FAX.044-233-5869 E-mail. katayama@k.nikkohtl.co.jp 

東京レストランバス外観 2 階バス車内 1 階キッチン 


