
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 

 
 
  
 
 
 
 

 

	 

	 

最新ヒーローの「ウルトラマンギンガ」と人気のウルトラヒーロー達がシェラトンに集結！	 
	 	 

横浜ベイシェラトン	 ホテル＆タワーズでは、開業15周年記念日の前日、2013年9月23日(月・祝)に

「ありがとう15周年	 横浜ベイシェラトン	 ホテル＆タワーズ	 ウルトラヒーロースペシャルステージ」

を開催します。	 

	 

本イベントは、最新ヒーローの「ウルトラマンギンガ」や「ウルトラマンゼロ」、そして横浜ベイ

シェラトンと同じく、今年で生誕15周年を迎える「ウルトラマンガイア」をはじめとする人気のウルトラ

ヒーローと怪獣たちが繰り広げるウルトラヒーローショーをお楽しみいただける特別イベントです。

また、多くのウルトラソングを歌うグループ「ボイジャー」のコンサートに加え、ウルトラヒーローと

の握手会も含まれています。	 

	 

	 お食事は洋食総料理長、赤見雅宣によるスペシャルコース料理をご用意しました。ショーの締めく

くりにはホテル宿泊券等が当たる抽選会も実施します。さらに会場の外では憧れのヒーローと一緒に

写真を撮ることができる写真撮影会や、

横浜ベイシェラトンと円谷プロダクション

のコラボレーションによる期間限定オリジ

ナルグッズも販売します。	 

	 

このシルバーウィークには、ご家族や

親子で、またはウルトラヒーローファン

の友人同士で、ウルトラヒーローと贅沢

で楽しい時間を過ごしてみてはいかがで

しょうか？	 横浜ベイシェラトンならで

はのお食事とおもてなしとともにご堪能

ください。	 

	 

※ 当該イベントは横浜ベイシェラトンが
継続的に続けている、東日本復興支援

プロジェクト「Project Love’s」の一環と
して開催し、売上の一部を支援金として

寄付させていただきます。 
	 

	 

	 

	 

	 
 

 
 
 

2013 年 7月 25日 
 

横浜ベイシェラトン開業15 周年記念イベント	 
「ありがとう15周年	 横浜ベイシェラトン	 ホテル＆タワーズ	 

ウルトラヒーロースペシャルステージ」を開催	 
 

【ウルトラマンギンガ】 

横浜ベイシェラトン	 ホテル＆タワーズは、1998 年に開業以来、おかげさまで今年で 15 周年を迎えます。	 

これからも横浜の中心で真心のこもったおもてなしを追求してまいります。	 
 



 

【ありがとう15周年  横浜ベイシェラトン  ホテル＆タワーズ  
	 ウルトラヒーロースペシャルステージ  概要】  
日	 時：2013年9月23日（月・祝） 
時	 間：【第一部】11：30～14：15	 【第二部】15：30～18：15 
会	 場：横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 大宴会場「日輪」 5Ｆ 
価	 格：【プレミアムシート】	 大人 ¥10,500	 子供  ¥5,500 

 
  【レギュラーシート】	 大人 ¥ 9,500	  子供  ¥5,000 

  
※	 どちらのシートも、ウルトラヒーロースペシャルステージ、特別コース料理、ソフトドリンク

のフリードリンク、ボイジャーコンサート、税金・サービス料を含みます 
※	 プレミアムシートは、ショー前方のお席を先着順にてご用意します  

（約100席）  
 

 
 
 
 
 
 
 

チケット発売日：2013 年7 月30 日（火）12:00 〜   
 
            ・ファミリー割引  

 3名様以上（大人・子供問わず）でのご予約で大人、子供ともに¥500特別割引  
・早期予約割引  
 	 	   8月23日（金）までにお申し込みの方対象：大人、子供ともに¥500特別割引  
・先着予約特典  

先着200名様に相模鉄道の“走るウルトラ号”クリアファイルをプレゼント  
※	 各割引・特典の併用承ります   

  
主	 催：横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 
協	 賛：相鉄ホールディングス株式会社、富国生命保険相互会社（五十音順） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【2013 年 5 月 5 日開催「ウルトラヒーローがやってくる！」ショーの様子】 

特	 典  
 ①	 ウルトラヒーロー握手会参加   

②	 ホテル公式キャラクター「シェララ×ウルトラヒーロー」  
        ぬいぐるみをプレゼント  

	 	 （大人１名様につき１体・種類は選べません） 
③	 ウルトラヒーロー指人形をプレゼント	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （子供１名様につき１体・種類は選べません） 
	 



※	 ショーに登場する予定のウルトラヒーローは以下の通りです	 

	 	 	 「ウルトラマンギンガ」「ウルトラマンガイア」「ウルトラマンタロウ」「ウルトラマンゼロ」の4体	 

※	 「ボイジャーコンサート」とは、数多くのウルトラソングを歌うヴォーカルユニット「ボイジャー」	 	 

	 	 によるコンサートです	 

※  3歳未満のお子様は無料、ショーのお席が必要な場合はお子様料金を頂戴します  
※	 ベビーカーでのショー会場への入場はご遠慮ください(ベビーカー置き場を別途ご用意します)	 

※	 ショータイムでのフラッシュを利用しての撮影、また握手会での写真撮影はご遠慮ください	 

※	 お料理はコース料理、アルコールは別途料金を頂戴します	 

※	 イベント会場内は全て禁煙となります（各フロアに喫煙所をご用意します）	 

 
【ご予約・お問合せ】横浜ベイシェラトン  ホテル＆タワーズ   
045-411-1126 （宴会予約係直通）10:00 - 19:00  
またはオンラインショップ  http://www.yokohamabay-sheraton.co.jp 

 
 

◆有料イベント◆別途料金がかかります。	 
	 

【ヒーロー撮影会】人気のヒーローたちとの撮影会	 	 	 
会	 場：横浜ベイシェラトン	 ホテル＆タワーズ	 小宴会場「柏」	 5Ｆ	 

価	 格：1回	 ¥300（税込）	 

 
※	 撮影会に登場する予定のヒーローは「ウルトラマンサーガ」と「ジャンボット」の2体です	 

※	 撮影券の販売と整理券の発行は当日受付にて行います	 

※	 各ショーの終了後に撮影会を行います(約30分間予定)	 

※	 各ヒーローの整理券が限定数に達し次第、受付終了となります	 

 
【ウルトラマングッズの展示・販売】横浜ベイシェラトンオリジナルのウルトラグッズの販売 
 
①【開業15周年記念グッズ	 ウルトラマンガイア  スペシャルバージョン  for  
横浜ベイシェラトン  ホテル＆タワーズ   ブルマァク社製】  
 

価 格 ：	 ¥9,500 （税込） 
サイズ：	 ウルトラマンガイア／身長約 25cm  ホテル外観 ／ 約 12cm 
 
②【シェララ×ウルトラヒーロー】（全 3タイプ）  

 
 
 
 
 
 

 
サイズ：	 身長約 14ｃｍ	 重量 38.5g 
	 
※	 予定販売個数に達し次第、販売終了とさせていただきます	 
※	 全て税込価格です	 

※	 	 ブルマァク社は、1969	 年（昭和44年）から1977年（昭和52年）	 

	 	 	 	 	 	 	 にかけて怪獣人形の仕掛け役的存在として人気を博す。2008年に	 	 	 	 	 	 	 	 	 

	 	 	 	 	 	 	 ｢新生ブルマァク｣を設立。	 

 
 
【ご予約・お問合せ】横浜ベイシェラトン  ホテル＆タワーズ   
045-411-1126 （宴会予約係直通）10:00 - 19:00 
又はオンラインショップ	 http://www.yokohamabay-sheraton.co.jp 
 

商品名  限定数個  価格  

シェララ×ウルトラマン 
各 1,000個 ¥1,600 シェララ×ウルトラセブン 

シェララ×ウルトラマンゼロ 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

東日本大震災支援プロジェクト「Project Love's(プロジェクトラブズ)とは  
 
	 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、このたびの東日本大震災の被災地ならびに被災された方々の一日も早い
復興を願う思いから、東日本大震災支援プロジェクト「Project Love's(プロジェクトラブズ)」を 2011年 5月 9日より開
始いたしました。 
 
この未曾有の震災を支援する為には、本来の経済活動を営み、長期に渡り継続的な支援を行っていくことが重要である

と考えており、横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、一時的な支援ではなく、2013年末までの約 2年半に渡り、
ロビーにて募金活動を行う他、お客様にとっても魅力的でさまざまなプランを随時ご提供してまいります。 
 

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 1,134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。 


