
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
	 

  
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、2013年12月22日（日）、日本で最も親しまれているフラ
ンス人歌手 クレモンティーヌを迎え、「Le Salon de Noël 2013 ~クレモンティーヌのクリスマスサロン
へようこそ~」と題した、クリスマスにふさわしい華やかなパーティーを開催いたします。 

 
1994年の大ヒット曲「男と女」に始まり、近年は、サントリー「オールフリー」のCMでも使用さ

れた「天才バカボン」主題歌のカバーで話題になるほか、日本の童謡や唱歌をボッサ・テイストでカ

バーした「ボン・シャンテ」などのアルバムをリリースするなど、現在も精力的に活動しているクレ

モンティーヌ。やわらかく、ささやきかけるような優しい彼女の歌声を、耳にしたことがある人も多

いことでしょう。 
 
「Le Salon de Noël 2013 ~クレモンティーヌのクリスマスサロンへようこそ~」は、クレモンティー
ヌのフランスにある自宅のサロンをイメージしたステージで繰り広げられるトークショーとライブ、

そしてお料理をお楽しみいただけるクリスマスパーティーです。ライブはもちろんのこと、パリの

生活やお洒落な街並み、おすすめのスポット、ショッピング、食文化、ファッション、そしてフランス

のクリスマスなどについて、フランス・パリ事

情に詳しいナビゲーターとの楽しいトークも見ど

ころです。お料理は、洋食総料理長 赤見雅宣が、
この日のために特別フレンチキュイジーヌをご

用意いたします。 
 
	 5F ロビーでは、フランスのマルシェ(市場)を
同時開催いたします。フランスの雑貨や限定チ

ョコレートなど、パーティーのお土産にお求め

いただけます。またパーティーでは、今年で開

業 15 周年を迎えた横浜ベイシェラトンからの素
敵なクリスマスプレゼントが当たる「Lucky 
Draw」も開催いたします。 

 
横浜ベイシェラトンとクレモンティーヌが贈

る、フレンチクリスマスパーティーを、どうぞ

ご期待ください。なお、本イベントは横浜ベイ

シェラトン ホテル＆タワーズ 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）」の一環として開催し、売上の一部を支

援金として日本赤十字社を通じ寄付いたします。 
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横浜ベイシェラトン	 ホテル＆タワーズ	 

2013年12月22日（日）「Le Salon de Noël 2013 
~クレモンティーヌのクリスマスサロンへようこそ~」を開催	 

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。 
 

【クレモンティーヌ】	 



 
【Le Salon de Noël 2013～クレモンティーヌのクリスマスサロンへようこそ～  
	 の概要】  
	 ■日	 時：	 2013年12月22日(日)	 

	 	 	 	 	 ◆	 第一部：	 受付	 12:30～	 お食事＆トーク＆ライブ	 13:00～	 

	 	 	 	 	 ◆	 第二部：	 受付	 17:00～	 お食事＆トーク＆ライブ	 17:30～	 
	 
	 	 ■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：	 一般販売価格	 お一人様	 ¥21,000（全席指定／第一部・第二部共）	 

	 	 発売日：2013 年 9 月 1 日（日）10:00~	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 先行割引価格	 お一人様	 \20,000／ペア	 ¥38,000	 	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 販売期間：2013 年 9 月 1 日（日）~2013 年 9 月 30 日（月）	 
	 	 

	 	 	 ・Le Salon de Noël 2013チケット(全席指定)、フレンチキュイジーヌ、フリードリンク、 
	 	 	 	 	             税金、サービス料 
	 	 
	 ■定	 員：各部 280 名	 (予定)	 	 
	 

※	 会場内は全席禁煙とさせていただきます。喫煙コーナーを別室にてご用意しております。	 

※	 トーク＆ライブ中の録音、ビデオ、カメラ撮影、携帯電話のご使用は固くお断りいたします。	 

※	 小学生以下のお子様のご入場はご遠慮いただいております。	 

※	 当日は駐車場の混雑が予想されますので、最寄りの交通機関をご利用ください。また、お車を運転	 

	 	 される方の飲酒は固くお断りいたします。	 

	 
	 

＜クリスマスメニュー   Menu de Noël＞  ※仕入れ状況により変更になる場合がございます  
	 	 

	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Menu de Noël 

 
Ballonttine de Dindonneau “Etoie Berger” 

七面鳥のバロンティーヌ 聖夜の星 

 

Consommé Essence de Truffe “Saint Marie” 

コンソメスープ トリュフ風味 聖母マリア 

 

Mille-Feiulle de Daurade et Saumon aux Champignons Bois, 

Sauce Américaine avec Sauce Vin Blanc 

真鯛とサーモンの森のキノコ入りミルフィユ仕立て 

アメリケーヌソースと白ワイン風味ソースの出会い 

 

Noisette de Chevreuil Poêle sauce Flamboise et Purée de celery rave avec Pomme 

鹿ロース肉のポアレ セロリラブとリンゴのピュレ フランボワーズ風味ソース 

 

Bûche de Noël 
クリスマス	 ケーキ 

 

Café 

コーヒー 

 

Pains et Beurre 

パンとバター 

 



 

	 Le Salon de Noël 2013 ～クレモンティーヌのクリスマスサロンへようこそ～  
	 チケット付き特別宿泊プランの概要	  
   
	 ■宿泊日：2013年12月22日（日）限定  
	 ■価	 格：お一人様 ¥35,000 ~ ¥41,000 
	   発売日：2013年 9月 1日（日）~    

	 	  	 ・Le Salon de Noël 2013チケット(全席指定)、フレンチキュイジーヌ、フリードリンク、 
	 	 	 	 	 	 	 	  税金、サービス料 
	 	 
	 	 	 	 	 ※	 「Le	 Salon	 de	 Noël	 2013」は第一部、第二部のどちらかをお選びいただけます。	 

	 ※	 9月30日（月）までは先行予約価格がございます。	   
【ご予約・お問合せ】  
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ  
＜Le  Salon de Noël 2013＞	 宴会予約 045-411-1126（受付時間：10:00 ～ 19:00） 
＜チケット付き特別宿泊プラン＞ 宿泊予約 045-411-1133（受付時間：9:00 ～ 20:00） 
またはオンラインショップ  http://www.yokohamabay-sheraton.co.jp 
 
 
 
 
＜プロフィール＞  
 
クレモンティーヌ ／ Clémentine（歌手） 
 

パリ生まれ。レコードコレクターの父親の影響でジャズに囲まれながら
育つ。音楽ジャンルはジャズ、ポップス、ボサノバなど。現在までのレ
コードセールスは 200 万枚以上。日本での実績をシラク前大統領より賞
賛され、フランスの 2 大新聞「ル・モンド」「フィガロ」の一面に掲載
される程の反響となった。それを機に一気にヨーロッパ全土で彼女の存
在は注目される事となり、現在では韓国、台湾などアジア全土でもその
人気を不動のものとしている。2010 年７月に日本のアニメソングのフラ
ンス語カヴァーなどを収録したアルバム「アニメンティーヌ」が、ダウ
ンロードランキングはじめ様々な音楽ランキングでベスト 10 入りを果た
し、１年以上に渡りロングセールスを記録。累計販売枚数は 10 万枚を超
える。以降、世界的に音楽ソフト販売が低迷する中「アニメンティー
ヌ・プラス」「続アニメンティーヌ」「お茶の間ベスト」「バラエン    

ティーヌ」と大ヒットを連発。地元フランスのマスコミはもとより、世界的に、ファッション業界をはじめテレビ、
ラジオなどのマスコミ露出も増え、益々活動の幅を広げている。日本で最も愛されるフランス人歌手。 
	 
	 
	 

	 

	 	 

	 

	 

	 

	 	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

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。 

 

クレモンティーヌ	 オフィシャルサイト	 http://www.possion-h.com/cle/	 


