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横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、2014 年 12 月 20 日（土）に 数々の名曲を世に送り出

してきた歌手 森山良子さんによる「森山良子 クリスマスプレミアムショー 2014」を、12 月 21 日

（日）に等身大の歌詞が同世代の女性を中心に支持される歌手 今井美樹さんによる「今井美樹 ク

リスマスディナーコンサート 2014」を開催いたします。 

 

「涙そうそう」「さとうきび畑」などの名曲を送り出してきた、名実ともに日本のトップシンガー

森山良子さんによる「森山良子 クリスマスプレミアムショー 2014」では、透明感のある歌声と圧倒

的な歌唱力はもちろん、みなさまを笑顔にする軽快なステージトークもお楽しみいただけます。 

「PIECE OF MY WISH」「PRIDE」など数々のヒット曲を世に送り出し、同世代の女性を中心にライ

フスタイルをも憧れの存在として、今なお輝き続ける今井美樹さんによる「今井美樹 クリスマス 

ディナーコンサート 2014」では、澄んだ歌声がみなさまをやさしく包み込みます。 

また、ホテルならではの豪華なディナーは、当ホテルの 

洋食総料理長 赤見雅宣が、各ショーイメージとクリスマス 

にふさわしいフランス料理の特別コースをご提供いたします。 

  

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、2014年の 

クリスマスを「Memories on you」のテーマで、“みなさ 

まの心にいつまでも想い出に残る、温もり溢れるクリスマ 

ス”のお食事・宿泊プランなど、様々な企画を通してご 

提案する予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 2014 冬のディナーショー 

Memories on you 
 

『森山良子 クリスマスプレミアムショー 2014』 

『今井美樹 クリスマスディナーコンサート 2014』 
 

心温まる感動的なクリスマスを一夜限りの特別なフランス料理と共に 

森山 良子さん 今井 美樹さん 

クリスマス特別コース（イメージ） 

http://www.yokohamabay-sheraton.co.jp/


【森山良子 クリスマスプレミアムショー 2014   実施概要 】 
「涙そうそう」「さとうきび畑」など、数々の名曲を世に送り出してきた歌手 森山良子さん。

透明感ある歌声と圧倒的な歌唱力、そして笑いと癒しの抜群のステージトークで、この上ない魅力
溢れるステージをお贈りいたします。また、ショーと共にお楽しみいただくお料理は、当ホテル洋
食総料理長 赤見雅宣が腕をふるい、クリスマスにふさわしい洗練された特別なフランス料理をご
提供いたします。 
心温まるステージ、心も満たされるお料理で思い出に残るクリスマスを演出します。 

 

■開催日時 ：2014/12/20（土） 

【第 1 部】 受付／15:00～ お食事／15:30～ ショー／17:00～ 

【第 2 部】 受付／18:30～ お食事／19:00～ ショー／20:30～ 

 ■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  

 ■発  売  日 ：2014/9/1（月）10:00 〜   電話／オンラインショップ 

 ■販売価格 ：お一人様／￥30,000【全席指定】 

ショー／クリスマス特別料理／フリードリンク／サービス料／税金 

                【割 引】 早割料金（9/1～9/30） お一人様／￥29,000 ※含むものは同上 

                   【宿 泊】 特別宿泊プランあり 

 ■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  

 

【今井美樹 クリスマスディナーコンサート 2014   実施概要】 
等身大の歌詞と透明感溢れる歌声で、同世代の女性を中心に支持される今井美樹さん。「PIECE 

OF MY WISH」「PRIDE」等、数々の大ヒット曲を世に送り出し、今も輝き続ける今井さんの澄んだ
歌声が会場のみなさまを包み込みます。また、お料理は当ホテル洋食総料理長 赤見雅宣がクリス
マスにふさわしい洗練されたフランス料理をこの日のためにご提供いたします。 
今井美樹さんが贈るクリスマスのプレミアムなひとときをお過ごしいただけます。 

 
 ■開催日時 ：2014/12/21（日） 

【第 1 部】 受付／15:30～ お食事／16:00～ コンサート／17:30～ 

        【第 2 部】 受付／19:00～ お食事／19:30～ コンサート／21:00～ 

 ■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  

 ■発  売  日 ：2014/ 9/1（月）10:00 〜   電話／オンラインショップ 

 ■販売価格 ：お一人様／￥38,000【全席指定】 

 コンサート／クリスマス特別料理／フリードリンク／サービス料／税金 

       【割 引】 早割料金（9/1～9/30） お一人様／￥37,000（含むものは同上） 

       【宿 泊】 特別宿泊プランあり 

 ■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 

 

【備考】 
※チケットは全席指定、一枚に付きお一人様限りの入場とさせていただきます。 

  ※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。 

  ※コンサート中の録音、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。 

  ※紛失等によるチケットの払い戻し、及び再発行はいたしませんのでご注意ください。 

  ※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。 

 

 

【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 （宴会予約直通） 10:00～19:00 

公式ホームページ：http://www.yokohamabay-sheraton.co.jp/ 
オンラインショップ http://www.yokohamabay-sheraton-shop.com/ 

http://www.yokohamabay-sheraton-shop.com/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

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 1,200 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。 

森山良子さん プロフィール 

森山良子（もりやま りょうこ）さん ／歌手 
 
1967年「この広い野原いっぱい」でデビュー。その後、ミリオンセラー「禁じられた
恋」をはじめ「涙そうそう」、「さとうきび畑」、「あなたが好きで」など、数々の
ヒット曲を生み出す。透明感のある歌声と歌唱力で、名実ともに日本のトップシンガ
ーに。 
 
2002年、第 44回日本レコード大賞において最優秀歌唱賞、金賞（「さとうきび
畑」）、作詩賞（「涙そうそう」）を受賞し 3冠を達成。2006年、第 48回日本レコ
ード大賞で「涙そうそう」が特別賞を受賞。2007年、「2006年度 芸術選奨 文部科学
大臣賞」「第 49回毎日芸術賞」受賞。2008年、「紫綬褒章」受章。 
 
2010年、かねてから親交の深かった矢野顕子とユニット「やもり」を結成し、アルバ
ム「あなたと歌おう」を発表。2013年、初めてクラシックを歌った通算 61枚目とな
るアルバム「Ryoko Classics」をリリース、オーケストラとの共演による
「Ryoko Classics シンフォニックコンサート」を各地で開催している。 
 
2014年 4月、ベストアルバム「森山良子 グレイテスト・ヒッツ」（ドリーミュージ
ック）を発売、「森山良子コンサートツアー2014-2015 グレイテスト・ヒッツ」を全
国にて開催中。 

今井美樹さん プロフィール 

今井美樹（いまい みき）さん ／歌手 
 
1986年シングル「黄昏のモノローグ」で歌手デビュー。CM・ドラマ・映画等、活動の
幅を広げながら、同時に「PIECE OF MY WISH」「PRIDE」等、数々の大ヒット曲を発
表。等身大の歌詞と透明感溢れる歌声で、男女問わず幅広い層に支持される。 
 
2013年秋には松任谷由実さんのカバーアルバム「Dialogue」を発表。 
今年 5月には 3年ぶりになるツアーも行い、多くのファンが駆けつけた。 
 
2012年に家族で英国に移住するも、レギュラーラジオ番組「LOVE UNITED」（TOKYO 
FM・毎週日曜 12:30〜、JFN系 38局ネット）、女性誌「ミセス」（文化出版局）にて
連載を持つなど、世代を超えた女性たちのミューズとしての人気は絶大である。 


