
報道関係者各位

日本初！女の子の夢が詰まったファッションドール「バービー」の世界観を表現した宿泊ルームが誕生！

ピンクをテーマにした可愛らしいスイーツが食べ放題のイベントも同時開催！

Barbie×THE STRINGS HOTEL YAGOTO NAGOYA

室数限定 『PINK!PINK!PINK!デコレーションルーム』

デザートイベント『PINK!PINK!PINK!スイーツパーティー』
販売期間：2021年9月1日（水）～11月14日（日）

2021年8月26日
ストリングスホテル八事 NAGOYA

◆◇ホテル・本件に関するお問合せ先◇◆
ストリングスホテル八事 NAGOYA 広報担当：清水/関原/岩田

TEL:052-861-7879/Fax:052-861-7867 E-mail: bb-pr@bestbridal.co.jp 

ゲストハウスやホテルを全国で展開する株式会社ベストブライダル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：塚田正之）が運営する、
ストリングスホテル 八事 NAGOYA（所在地：愛知県名古屋市昭和区八事本町100-36）では、世界大手のアメリカの玩具メー

カー米国マテル社の日本法人であるマテル・インターナショナル株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：マーク・
パンサール）が販売するファッションドール「バービー」とのコラボレーション企画を実施。

2021年9月1日（水）～11月14日（日）の期間限定で、日本で初めてファッションドール「バービー」の世界を表現した宿泊とデイ
ユースの2種の『PINK!PINK!PINK!デコレーションルーム』を室数限定で販売いたします。

また同時に、女の子たちのお洒落アイテム“リップ”や“バッグ”“ハイヒール”などをイメージしたピンクの可愛らしいスイーツが
食べ放題の『PINK!PINK!PINK!スイーツパーティー』を開催いたします。

イベントHP：https://www.strings-hotel.jp/yagoto/restaurant_plan/collabo_pink

▼イメージ画像 ※写真の掲載にあたっては右記クレジットを表記してください。

※弊社では、新型コロナウイルス感染症（COVID-19）に伴う社会情勢により、一部店舗の営業休止・営業時間変更等を
実施する場合がございます。営業情報に関しては、ホテル公式ＨＰ（https://www.strings-hotel.jp/yagoto/）をご確認ください。

バービー（Barbie™）について
2019年にデビュー60周年を迎えた世界一有名なファッションドール「バービー」は、1959年のデビュー以来、女性を取り巻く環境の変化を
映して来ました。バービーは、ファッションだけではない、多様性“ダイバーシティ”（性別、人種、職業、体型など）を表現し、未来に向かって
自分らしく進んでいく女性とともに歩んでいます。小さな女の子から大人まで全ての女性にとって、時には憧れの
存在でもありながら、今までも、そしてこれからも、一人一人が持つ可能性を一緒に支えていきます。
公式サイト：http://mattel.co.jp/toys/barbie/

Facebook：https://www.facebook.com/BarbieJapanOfficial/

You Tube：https://www.youtube.com/channel/UC9pk4a285bymtQAigvGci8w

ロールモデルインタビューサイト：http://mattel.co.jp/barbie60th_interview/



Barbie×THE STRINGS HOTEL YAGOTO NAGOYA

「PINK!PINK!PINK! スイートルーム宿泊デコレーションプラン」販売概要

■販売期間：2021年9月1日（水）～2021年11月14日（日）
■プラン名称：【1日1室限定！PINK!PINK!PINK!スイートルーム宿泊デコレーション】

お部屋でPINK!PINK!PINK! Barbie×THE STRINGS HOTEL YAGOTO NAGOYAデコレーションスイートルーム

■料金：53,000円～（消費税・サービス料込） ※1室2名様利用

■人数：2名様

■客室タイプ：エグゼクティブスイート BTYPE

■チェックイン：15：00～

■チェックアウト：翌12：00

■プラン内容：・お部屋内デコレーション ・アメニティ付き

■ご予約/お問い合わせ：052-861-7901（ホテル代表（宿泊））

■HP：https://asp.hotel-
story.ne.jp/ver3d/ASPP0200.asp?hidSELECTPLAN=A5AX3&hidSELECTCOD1=07270&hidSELECTCOD2=001&previewmode
=true

※写真は全てイメージ

Barbie×THE STRINGS HOTEL YAGOTO NAGOYA

「PINK!PINK!PINK! デイユースデコレーションプラン」販売概要

■販売期間：2021年9月1日（水）～2021年11月14日（日）
■プラン名称：【1日2組限定！PINK!PINK!PINK!デイユースデコレーション】

お部屋でPINK!PINK!PINK! Barbie×THE STRINGS HOTEL YAGOTO NAGOYAスイーツ＆コンセプトルーム
■料金：1名 6700円～（消費税・サービス料込） ※最大4名まで

大人1名1室の場合：11,500円～ / 大人2名1室の場合：15,000円～

大人3名1室の場合：21,000円～ / 大人4名1室の場合：26,800円～

■客室タイプ：おまかせ ■時間：1部 12：00～16：00 2部 18：00～22：00

■プラン内容：
・お部屋内デコレーション ・ルームサービス「PINK!PINK!PINK! スイーツパーティー」

■ご予約/お問い合わせ：052-861-7901（ホテル代表（宿泊））

■HP：

≪1部12：00～16：00≫https://asp.hotel-
story.ne.jp/ver3d/ASPP0200.asp?hidSELECTPLAN=A5AX1&hidSELECTCOD1=07270&hidSELECTCOD2=001&previewmode
=true

≪2部18：00～22：00≫https://asp.hotel-
story.ne.jp/ver3d/ASPP0200.asp?hidSELECTPLAN=A5AX2&hidSELECTCOD1=07270&hidSELECTCOD2=001&previewmode
=true

■【メニュー詳細】

・FIRST DISH：

ベジタブルスープ / 野菜のキッシュ / ケイクサレ / メレンゲクッキー / 苺チョコチップクッキー

・AVANT DESSERT：

とろける甘さのハイヒール ストロベリー＆チョコ ホットミルク添え / スペシャリティーバッグ / ジュ

エルに見立てたパートドフリュイ（イチゴ・ラズベリー） / ハートマカロン/ リップスティック / ベリー

ボンボンショコラ / ラズベリーパリブレスト
・DESSERT：
ピンクフレーズオペラ～ハイヒール～ / 赤桃ムース～パフューム～ / ベリーティー
ムース～ウォレット～ / ピンクコーン～リップ～ / ラズベリーローズガナッシュタルト～パフ～
/ ストロベリーロールケーキ / 苺パンナコッタ クリスタルジュレ / アセロラジュレ～ハット～
/ ピンクドーナッツ～リング～ / テリーヌチーズショコラ
・DRINK： コーヒー、紅茶、各種ジュースなどをご用意しています

※写真は全てイメージ

〈ホテル概要〉

■所在地：〒466-0825 愛知県名古屋市昭和区八事本町100-36

■電話番号： 052-861-7901 

■受付時間： 24時間
■客室数：全77室
■HP：https://www.strings-hotel.jp/yagoto/stay

※アメニティイメージ



■販売期間：2021年9月1日（水）～2021年11月14日（日）の期間中特定日 ■場所：3F / メゾン・ド・フルール
■営業時間：平日 1部 11：00～12：30 2部 13：30～15：00 （全て90分制）

土日祝 1部 11：00～12：30 2部 13：30～15：00 3部 16：00～17：30 （全て90分制）
■料金： 平日：大人4,200円 小学生 2,300円 3～5歳 1,200円 0～2歳無料

土日祝：大人4,500円 小学生 2,300円 3～5歳 1,200円 0～2歳無料 ※全て消費税・サービス料込
■メニュー：※季節・時期により変更となる場合がございます

・FIRST DISH：ベジタブルスープ / 野菜のキッシュ / ケイクサレ / メレンゲクッキー / 苺チョコチップクッキー

・AVANT DESSERT： とろける甘さのハイヒール ストロベリー＆チョコ ホットミルク添え / スペシャリティーバッグ / ジュエルに見立てた
パートドフリュイ（イチゴ・ラズベリー） / ハートマカロン / リップスティック / ベリーボンボンショコラ / ラズベリーパリブレスト
・DESSERT： ※おかわり自由 ピンクフレーズオペラ～ハイヒール～ / 赤桃ムース～パフューム～ / ベリーティームース～ウォレット
～ / ピンクコーン～リップ～ / ラズベリーローズガナッシュタルト～パフ～/ ストロベリーロールケーキ / 苺パンナコッタ クリスタルジュレ / 
アセロラジュレ～ハット～ / ピンクドーナッツ～リング～ / テリーヌチーズショコラ / メレンゲクッキー /ハートマカロン / ケイクサレ / 野菜
のキッシュ / 苺チョコチップクッキー
・DRINK: コーヒー、紅茶、各種ジュースなどをご用意しています ※おかわり自由
・OPTION FOOD：ベリーローフサンドウィッチ 2,200円
バーニャカウダー 1,800円 / フライドポテト 1,000円
・OPTION DRINK：Special Drink“PINK!PINK!PINK!” 1,100円
■HP予約：https://www.strings-hotel.jp/yagoto/restaurant_plan/terrace_pink_db

※写真は全てイメージ

Barbie×THE STRINGS HOTEL YAGOTO NAGOYA

「PINK!PINK!PINK! スイーツパーティー」販売概要

姉妹ホテルのストリングスホテル名古屋でもファッションドール「バービー」とのコラボレーションを同時期に開催。
詳細はこちらからHP：https://www.strings-hotel.jp/nagoya/recommend/restaurant/10661.html

▲女の子のお洒落必須アイテム“リップ” “バッ
グ”“ハイヒール”をチョコレートで表現

▲ガーリーなアセロラジュレ～ハット～と、フランス
産のクリームチーズを使用した濃厚な味わいのテ
リーヌチーズショコラ

▲苺とラズベリーが香るハイヒールモチーフのチョコ
レートが可愛いピンクフレーズオペラ～ハイヒール～

▲相性抜群のベリー×紅茶ムースを使用したミニウォ
レットモチーフのベリーティームース～ウォレット～

▲酸味と甘みを楽しめるストロベリーロールケーキ ▲旬の赤桃を使った香水瓶をモチーフにした赤桃
ムース～パフューム～

▲7 種の野菜のキッシュ、ケイクサレ、メレンゲクッ
キー、苺チョコチップクッキーのファーストディッシュ

▲シュー生地に爽やかなさくらんぼとラズベリーの
バタークリームをサンドしたパリブレスト

▲くちびるアイコンのチョコレートが目を惹く苺味の
ピンクコーン～リップ～

＜店舗概要＞
【店名】スイーツレストラン 「スカラ テラス」
【営業時間】（90分制）
平日： 1部 11：00～12：30 2部 13：30～15：00 

土日祝：1部 11：00～12：30 2部 13：30～15：00 3部 16：00～17：30

【席数】約30席 【定休日】不定休 【電話番号】052-861-7874

【HP】https://www.strings-hotel.jp/yagoto/restaurant-terrace.html

※社会情勢により、店舗の営業休止・営業時間変更等を実施する場合がございます。


