
 
 
 
 

	  
 
 
 
 
 
 
	 

	 

	 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、2013年 3月 1日(金) から 6月 30日(日)まで
の期間、「春の歓送迎会パーティープラン」を発売します。 
 
	 「春の歓送迎会パーティープラン」は、ご希望の形式やスタイルに合わせて、ホテル内の

多様なレストランや宴会場の中から会場をお選びいただけるプランです。大人数のご宴会に

も対応できる「宴会場」、気軽にブッフェ料理が楽しめるオールデイブッフェ「コンパ

ス」、円卓を囲みながら香港スタイルの料理を味わえる中国料理「彩龍
さいりゅう

」、空中庭園を眺

めながらゆっくりとお過ごしいただける日本料理「木
こ

の花
はな

」など、充実したプランをご用

意しました。 
 
	 また、レストランや宴会場だけでなく、ヨーロッパ調のゲストハウスやサロンをイメージ

した多目的ルーム「プライベート ファンクションルーム」も、パーティー会場としてご利
用いただけます。同ルームは、お食事やお飲物の他、常設のカラオケ機器や、大型スクリー

ンを使ったアトラクション等、大人の社交場として、個性豊かな演出が可能です。 
 
	 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、横浜駅から徒歩 1 分、しかも地下街を通じて
直接お越しいただけるアクセスの良さは、遠方からのご参加者や地の利のない方にも安心で

す。ご要望に合わせたプランで、大切な方々と過ごす春の宴のひとときが、いつまでも思い

出として残るよう、心を込めておもてなしいたします。 
 
	  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

さまざまな節目を迎える春	 

ご要望に合わせて、個性豊かな会場・お料理を選べる	 

「春の歓送迎会パーティープラン」を発売	 

2013 年 1月 25日 
 

【「春の歓送迎会パーティープラン」のイメージ】 



【春の歓送迎会パーティープランの概要】  
 
宴会場を使用した歓送迎会プラン 
 
■期    間：	 2013年3月1日(金)  ～  6月30日(日) 
■価	 格：	 お一人様  ¥9,000         
■内	 容：	 西洋料理ブッフェ、フリードリンク4種、宴会場室料、音響照明基本使用料、税金・サービス料込 
   	 	 ※  2時間制、30名 ~ 
■特	 典：	 主賓 1名様を無料にいたします 
 
【ご予約・お問合せ】	 045-411-1126 （宴会予約直通）10:00-19:00 
 
オールデイブッフェ「コンパス」歓送迎会プラン 
 
■期    間：	 2013年 3月 1日(金)  ～  6月 30日(日)	 ※ 4/27～5/6は除外 
■価	 格：	 お一人様 ¥5,300    
■内	 容：	 ディナー ブッフェ、フリードリンク5種、税金込（サービス料なし） 
■時	 間：	 17:30 ～ 21:30 (土・日・祝	 17:00～)  ※  2時間制、4名～ 
■場	 所：	 オールデイブッフェ「コンパス」2F 
                      
【ご予約・お問合せ】	 045-411-1143 （直通）10:00-22:00 
 
プライベート ファンクションルーム歓送迎会プラン 
 
■期    間：	 2013年3月1日(金)  ～  6月30日(日)	 ※ 4/27～5/6は除外 
■価	 格：	 お一人様  ¥5,750 
■内	 容：	 お料理、フリードリンク6種、カラオケ、大型TVモニター、室料、税金・サービス料込 
■時	 間：	 11:30 ～ 23:00（最終入店 20:00）※  3時間制、7名～30名 
■場	 所：	 プライベート ファンクションルーム 7F 
                      
【ご予約・お問合せ】	 045-411-1127 （直通）10:00-22:00 
 

中国料理「彩龍
さいりゅう

」歓送迎会プラン 
 
■期    間：	 2013年 3月 1日(金) ～ 6月 30日(日)	 ※ 4/27～5/6は除外 
■価	 格：	 お一人様 ¥8,000	   
■内	 容：	 お料理、フリードリンク5種、税金・サービス料込 
■時	 間：	 ラ ン チ ／11:30 ～ 14:30  (土・日・祝～ 15:30） 
 	 	 ディナー／17:30 ～ 21:00  (土・日・祝～ 20:30) ※ 昼・夜ともに 2時間制、6名～32名 

■場	 所：	 中国料理「彩龍
さいりゅう

」 3F 
	 	 	 	 	    
【ご予約・お問合せ】	 045-411-1144 （直通）10:30-21:30 
 

日本料理「木
こ

の花
はな

」歓送迎会プラン 
 
■期    間：	 2013年 3月 1日(金) ～ 6月 30日(日)	 ※ 4/27～5/6は除外 
■価	 格：	 お一人様 ¥12,000   
■内	 容：	 会席料理、フリードリンク5種、税金・サービス料込 
■時	 間：	 ラ ン チ ／11:30 ～ 14:30  (土・日・祝 ～ 15:30)  
	 	 	 	 	   ディナー／17:30 ～ 21:00 (土・日・祝 ～ 20:30)	 ※ 2時間 30分制、4名～ 

■場	 所：	 日本料理「木
こ

の花
はな

」 8F 
	 	 	 	 	     
【ご予約・お問合せ】	 045-411-1146 （直通）10:30-21:30 



 
 
 
  
 
	 

シェラトン  ホテル＆リゾートについて     
世界 70 カ国 400 を超えるホテルで、人と人とのつながりを大切にしているシェラトン ホテル＆リゾートは、
60 億ドルを費やし全世界でリバイタルプログラムを完了、更に 50 億ドルを投じた 3 年に渡るグローバルでの
ブランド拡張を進行中です。シェラトンは、100 カ国で 1,128 のホテルを展開し、総従業員数 15 万 4 千人を有
する、スターウッド ホテル＆リゾート ワールドワイド Inc. 最大のホテルブランドです。スターウッドは、ホテ
ル、リゾート、およびレジデンスのオーナー/運営会社/フランチャイザーとして、セント レジス(St. Regis)、ラ
グジュアリー コレクション(The Luxury Collection)、W、ウェスティン(Westin)、ル メリディアン(Le Méridien)、
シェラトン(Sheraton)、フォーポイント・バイ・シェラトン(Four Point by Sheraton)、そして最新のアロフト
(Aloft)とエレメント(Element)を含む人気ブランドを展開しています。同社が誇る業界屈指のロイヤルティプロ
グラム、スターウッド プリファード ゲスト（SPG®）では、獲得したポイントを無料宿泊、ルームアップグレ
ード、航空券などの特典に交換でき、ブラックアウト（特典除外日）なくご利用いただけます。また、スター

ウッドは、タイムシェアに基づく高級リゾートの開発と運営を手掛けるスターウッド バケーション オーナーシ
ップ (Starwood Vacation Ownership, Inc.)も所有しています。詳細は www.starwoodhotels.com および 
www.starwoodhotelsjapan.com/jpをご覧ください。 
	 


