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今年のバレンタインデーはこれで決まり！ 

横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズが贈るバレンタイン情報 

～夜景と料理と占いがセットで楽しめる新女子会プランが登場！～ 

『2015 年バレンタインの運勢は？！ 

【女性限定】占い付きフォーチュンプラン』を発売 

 

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、最上階（28F）のスカイラウンジ「ベイ・ビュー」にお

いて、2015 年１月8 日（木）から2 月27日（金）までの期間、『2015年バレンタインの運勢は？！【女性

限定】占い付きフォーチュンプラン』と題し、夜景と料理と占いをセットで楽しめる女子会の新プラン

を販売いたします。また、当ホテルではこのほかにも、ホテルの魅力を体験していただくバレンタイン

限定のプレゼントキャンペーンやバレンタイン限定ディナーなどをご用意しています。 
 

本プランは、「ベイ・ビュー」で人気の「女子会プラン」に “占い”がついた、当ホテルでは初となる

期間限定の特別プランです。ホテル 2F・B1Fの占いブースで人気のプロの占い師たちが、各テーブルを

回りながら、恋愛・仕事・健康など、気になる運勢を占います。 

新女子会プラン『2015年バレンタインの運勢は？！【女性限定】占い付きフォーチュンプラン』およ

び、各種バレンタイン情報の概要は、下記の通りです。 
 

 

『2015年バレンタインの運勢は？！【女性限定】占い付きフォーチュンプラン』 
 

■プラン名  ： 2015年バレンタインの運勢は？！【女性限定】占い付きフォーチュンプラン 

■期  間  ： 2015年 1月 8日 (木)～ 2月 27日（金） ※平日限定 

■時  間  ： 17：30～21：00（最長 3時間） 

■場  所  ： スカイラウンジ「ベイ・ビュー」（28F） 

■料  金  ： お一人様 \6,800（消費税・サービス料込）  

※ご利用は、4～10名様 

※ご利用の 3日前までに要予約 
 
■内  容 ： 当ホテル 2F ・B1Fの占いブースの人気占い師が、お食事の合間にテーブルを回り、 

お一人ずつ（各 10分程度）運勢を占います。 

なお、お客様からのご指名はお受けできません。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

桜 未来(さくら みらい)先生 

東洋運命学易断本部理事。易学専門家。易学、姓名判断、気学、人相・手相学、 

その他の占法を習得。多様な価値観の理解と幅広い視野、鋭い洞察力で、 

人間理解の本質に迫る鑑定は定評で、多くのリピーターを有する。 

※桜先生他、数名の占い師さんが担当します。 

＜占い師＞ 

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


■メニュー  ：（食べ放題・飲み放題） 

【ブッフェ形式】 本日の前菜、ベイ・ビューお薦めローストビーフ、本日のお魚料理、 

ローストビーフに合わせたシェフからの一品、サラダ各種、デザート各種 

【卓盛り形式】     本日のピザ、本日のサンドウィッチ、季節のフルーツ 

【ドリンク】 「ベイ・ビュー」特製サングリア、生ビール、赤・白ワイン、カクテル、ソフトドリンク など 
 

■予約特典  ：本プランご利用者全員に後日使えるレストラン 10％OFF券をプレゼント 

カバーチャージ\2,000 をサービス 
 

【ご予約・お問合せ】 

ご予約専用ダイヤル 045-411-1188（10:00～20:00） 

スカイラウンジ「ベイ・ビュー」直通  045-411-1147（10:30～24:00） 

※予約開始：12/19（金）10:00 ～ 
 
 

 

 

 
 

バレンタイン直前、“女子力 UP”応援プロジェクト 

バレンタイン限定“ホテルの魅力体験”プレゼントキャンペーン 
 

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、バレンタイン限定の“ホテルの魅力体験”プレゼントキ
ャンペーンを開催いたします。上層階にあるスイートルーム宿泊の他、カクテルセミナーや日本料理
のテーブルマナー講座など、ホテルの魅力を十分にご堪能いただきながら、“女子力 UP”に役立つ特
別なプランにご招待いたします。また、ご利用いただいた方にはブログや Facebook、Twitter などで、
体験談を広くご紹介いただきます。 

『バレンタイン限定“ホテルの魅力体験”プレゼントキャンペーン』の概要は、下記の通りです。 
 

●募集期間：2015 年 1月 8日（木）～1月 28 日（水） 

●応募方法：ホテル公式ホームページ内、キャンペーン専用ページより申込フォームに必要事項を

記載してご応募いただきます。 

※キャンペーン専用ページ： 

http://www.yokohamabay-sheraton.co.jp/event/vd_special/ 12/16（火）10:00～  

●応募条件：①女性で Facebook/Twitter/Instagram等の SNS、またはキュレーションサービスのいずれかの 

アカウントをお持ちの方。 ※アカウントを一般公開されている方に限ります。 

②ご自身が登録している上記アカウントのいずれかに於いて、体験の様子をご紹介して 

いただける方。 

③後日、ホテル公式ホームページ内特集ページにて、投稿内容を紹介する事を 

ご了承いただける方。 

●当選発表：抽選で選ばれた当選者の皆様に直接メールでご連絡いたします。（1 月下旬～2 月上旬予定 ） 

●お問合せ：marketing@ybsh.jp（横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ マーケティング部） 

 

≪プレゼントキャンペーン概要≫ 

■「お部屋に占い師が来てくれる！スイートルームでフォーチュン宿泊体験」 
 
横浜港が一望できる 27Fのスイートルームのご宿泊体験にご招待いたします。リビングルームやジェ 
ットバスなどラグジュアリーな空間でゆったりと宿泊をご体験いただけます。さらに、プロの占い師 
によるバレンタイン直前運勢占いをルームサービスでご提供いたします。 

   
●場  所：スイートルーム（27F）  

●日  時：【チェックイン】   2015年 2月  9日（月）15：00 

【チェックアウト】    2015年 2月 10日（火）12：00 

●招待人数：1 組（2 名様）限定 

●内  容：27Fスイートルームのご宿泊とプロの占い師による占い体験 

       ※本プランはご宿泊体験のみとなり、飲食は含まれておりません。  

本プランの詳細は、12 月 16 日（火）10 時からホテル公式ホームページで紹介いたします。 

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

スイートルーム 

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


■「エレガントな女性に！バーテンダーが教える女性の“カクテルたしなみ方”セミナー」 
 

最上階スカイラウンジ「ベイ・ビュー」で、自慢のディナーとバーテンダーによるカクテルセミナー 
にご招待いたします。カクテルを楽しむうえで大切な、女性ならではの“4 つのポイント”をご紹介い
たします。 

 
●場  所：スカイラウンジ「ベイ・ビュー」（28F） 

●日  時：【第 1回】2015年 2月 5日（木） 18：30～21：00（受付：18：00～） 

【第 2回】2015年 2月 9日（月） 18：30～21：00（受付：18：00～） 

●招待人数：【第 1回】5名限定 【第 2 回】8 名限定 

●内  容：ブッフェ形式のディナーとカクテル基礎セミナーを実施。 

最後にオリジナルカクテルをお召し上りいただけます。 

 

 

 

■「スマートな女性に！日本料理テーブルマナー講座」 
 
日本料理「木の花」にて会席コースをお召し上りいただきながら、日本料理食卓作法認定講師による
“美人の心得”講座にご招待いたします。日本女性なら是非身につけておきたい日本料理のテーブルマ
ナーを学べる講座です。 
 
●場  所：日本料理「木の花」（8F） 

●日  時：2015 年 2月 9日（月）18：30～21：30（受付：18：00～） 

●招待人数：8 名限定 

●内  容：日本料理「木の花」会席コース料理（楽コース）を召し上がって 

いただきながら日本料理食卓作法認定講師による日本料理マナー 

講座を実施。 

 

 

 

 

 

■「違いの分かる女性に！チョコレートテイスティングセミナー」 
 
産地や種類によって味も香りも様々なチョコレート。チョコレートのテイスティングを交えながら、
それぞれの違いや特徴についてペストリーシェフが楽しくご説明します。セミナーの後はシェフのお
すすめチョコレートスイーツを召し上がりいただきながらティータイムをお楽しみいただきます。 
 

●場  所：マンハッタン  ルーム（28F） 

●日  時：2015 年 2月 5日（木） 10：30～12：30（受付：10：00～） 

●招待人数：20名限定 

●内  容：ペストリーシェフ佐藤 弘和によるチョコレートの産地や 

種類の違いを楽しく学ぶセミナー。 

チョコレートの違いを知り“違いの分かる女性”を目指します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ペストリーシェフ 佐藤 弘和 

日本料理のテーブルマナー 

（イメージ） 

「ベイ・ビュー」バーテンダー 

（イメージ） 

 



 

バレンタイン限定ディナー スカイラウンジ「ベイ・ビュー」 
 

バレンタイン特別メニュー ペストリーショップ「ドーレ」 

 
 

■スカイラウンジ「ベイ・ビュー」バレンタイン限定ディナー 
 

最上階スカイラウンジ「ベイ・ビュー」では、バレンタイン限定ディナーをご用意いたします。プラ

ン限定のカクテルから始まるディナーは、シェフが腕によりをかけてお作りするフレンチのフルコー

スをお召し上がりいただきます。さらに、お土産にシェラトンのチョコレートもご用意いたします。

最上階からの煌めく夜景と、エンターティナーの生演奏と共に、ロマンティックなバレンタインのひ

と時を演出します。 
 

●場  所：スカイラウンジ「ベイ・ビュー」（28F） 

●期  間：2015 年 1月 26 日（月）～2 月 14日（土）  

●時  間：平 日 17:30～21:00（ラストオーダー） 

土日祝 17:30～20:00（ラストオーダー） 

●料  金：お 2人様 20,000円（税金・サービス料込み）  

   ※割引対象外メニュー 

●メニュー：・「ベイ・ビュー」オリジナル バレンタインカクテル 

・アミューズ 

・パテ・ド・カンパーニュのポルト酒風味のジュレ添え  

香草入りサラダと共に 

・蟹肉入りコーンクリームスープ 

・真鯛のヴァプール 茸入りリゾット添え 

トマト風味のクリームソース 

・グラニテ 

・国産牛サーロインのステーキ 赤ワインソース 

・「ベイ・ビュー」からお二人へ、ハートの贈り物 

・コーヒーと小菓子 

・パンとバター 

 

【ご予約・お問合せ】 

ご予約専用ダイヤル 045-411-1188（10:00～20:00） 

スカイラウンジ「ベイ・ビュー」直通  045-411-1147（10:30～24:00） 
 

 

■ペストリーショップ「ドーレ」バレンタイン特別メニュー 
 
ペストリーショップ「ドーレ」では、期間限定のバレンタイン特別メニューを販売いたします。マダ

ガスカル産の高級クーベルチュールチョコレートをふんだんに使用したチョコレートロールケーキ

「レユニオン」をはじめ、上品なチョコレートをふんだんに使用したバレンタイン特別メニューをご

提供いたします。 
 
 

 

 

マダガスカル産の高級クーベルチュールチョコレートをジェノワ生地、 

クリーム、デコレーションに使用したこだわりのチョコレートロール 

ケーキです。自家製のいちごのコンフィチュールをクリームにしのばせ、 

上品なチョコレートの甘さといちごの甘酸っぱさが一度に味わえるケー 

キです。 
 
期  間： 2015 年 2月 1日（日）～2月 28 日（土） 

料  金： \1,600（税込） 

備  考： １日限定 10台 

「ベイ・ビュー」オリジナル 

バレンタインカクテル 

（イメージ） 

2月のケーキ「レユニオン」 

 

 

 



 

 

 

ドイツ・オーストリアで食べられるバターケーキ『ザントクーヘン』を 

アレンジした口どけの良いチョコレートの焼き菓子です。 
 
期  間： 2015 年 2月 1日（日）～2月 14 日（土） 

料  金： \800（税込） 

備  考： 1 日限定 10 個 

 

 

 

 

 

フランボワーズ、アーモンドプラリネ、カシスルージュ、ブランデーの 

4 種がセットになった期間限定のチョコレートの詰め合わせです。 
 
期  間： 2015 年 1月 26 日（月）～3 月 14日（土） 

料  金： \1,080（税込） 

 

 

 

 

【ご予約・お問合せ】 

ペストリーショップ「ドーレ」TEL：045-411-1354（直通） 10:00～20:00 

 

 

 

 

 
■横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズ 公式ホームページ URL：http://www.yokohamabay-sheraton.co.jp/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

横浜ベイシェラトン 「トリュフチョコレート」  
 

期間限定「ショコラーデン･クーヘン」 

 

 


