2015 年 10 月 1 日

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ

クリスマス情報

Sheraton Christmas 2015
“Memories on you”
～いつまでも想い出に残る、温もり溢れるクリスマスを～

11 月 1４日（土）スタート
横 浜 ベ イ シ ェ ラ ト ン ホ テ ル ＆ タ ワ ー ズ は 、 2015 年 の ク リ ス マ ス に お 届 け す る 「 Sheraton
Christmas 2015」を 11 月 14 日（土）よりスタートいたします。
当ホテルでは、毎年クリスマスシーズンに、「Memories on you “いつまでも想い出に残る、
温もり溢れるクリスマス”」をテーマに、クリスマスツリーなどのデコレーションをはじめ、各
種イベント・レストランメニュー・宿泊プランなど、様々なサービスをお届けします。
今年はラグジュアリー感をアップさせる Gold を基調とし、当ホテルのキャッチである「Heart of
Yokohama」を表現したハートのオーナメントや、オリジナルキャラクター “シェララ”を装飾し、
クリスマスの賑わいと華やかさを表現した当ホテルならではのクリスマスツリーで、お客様に魅力的
な空間とサービスを提供します。

クリスマステーマ＜Memories on you＞
Warm
Connected
Community

『温かみのある思いやり』“家族のような温かさでお迎えし”
『心と心のつながり』“心からのおもてなしで”
『出会いの広場』“シェラトンを体験いただく”
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横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ クリスマス情報
クリスマス スペシャルメニュー

スカイラウンジ 「ベイ・ビュー」
鉄板焼 「さがみ」
オールデイブッフェ 「コンパス」
ロビーラウンジ 「シーウインド」
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズのレストランでは、クリスマスのテーマ「Memories on
you“いつまでも想い出に残る、温もり溢れるクリスマス”」に沿って、ランチやディナータイム
の他、カクテルタイム、ティータイムなどクリスマス特別限定メニューをご用意いたします。
ご家族や友人、大切な人と過ごす特別な時間を華やかに彩る豪華な食材やクリスマスならでは
のメニューで、クリスマスムードを盛り上げる演出いたします。
主なレストランでご提供するクリスマス限定特別メニューの概要は、下記の通りです。

■スカイラウンジ「ベイ・ビュー」（28F）
ホテル最上階スカイラウンジ「ベイ・ビュー」では、クリスマスを華やかに彩るフレンチコース
のディナー及びランチタイムの限定メニューをご提供いたします。

『クリスマス

スペシャルディナー』

横浜港の煌めく夜景とエンターティナーによるライブ演奏がお楽しみいただける、スカイラウンジ
「ベイ・ビュー」では、クリスマスを華やかに彩るフレンチのフルコースをご提供いたします。
フォアグラのテリーヌにトリュフを挟み、柔らかく
煮た無花果を添えたオードブル、オマール海老の旨み
が凝縮されたソース“ジュ・ド・オマール”と共にお
召し上がりいただく「オマール海老のロースト」、メ
インディッシュには風味豊かなエシャロットコンフィ
を添えた「黒毛和牛サーロインのグリル」と、香り高
いモリーユ茸のピューレを一緒に包み込んだ「仔羊の
ノワゼット」が一度にお楽しみいただけます。
クリスマスならではの華やかな美食の数々で、心に
残るクリスマスのひとときを演出します。
■日時：2015 年 12 月 19 日（土）～12 月 21 日（月）
＊17:30～20:00
2015 年 12 月 22 日（火）～12 月 25 日（金）
＊1 部 17:30～19:30 2 部 20:00～22:00
※ディナー終了後、通常営業（カクテルタイム）
となります。
■料金：お一人様 \16,500
※上記料金に、別途カバーチャージ\2,000
（宿泊者\1,000）を申し受けます。
※仕入れ状況により、お料理の内容が変更になる場合がございます。
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※イメージ

『クリスマス

エレガンスランチ』

最上階からの眺望とともにフレンチをコース仕立てでお楽しみいただける「エレガンス ランチ」が、
クリスマスならではの華やかなお料理とデザートのコンビネーションで、クリスマスの装いで登場し
ます。
■期間：2015 年 12 月 22 日（火）～12 月 25 日（金）
■時間：11:30～14:30
※22～25 日は、全席 2 時間制。
※窓側のお席のご予約は、11:30 または 13:40
のご案内とさせていただきます。
■料金：お一人様 \5,500
※イメージ

『カクテルフェア』
クリスマスの華やかなメニューに彩りを添える、オリジナルカクテルをご用意いたします。
■期間：2015 年 11 月 1 日（日）～12 月 31 日（木）
■メニュー＆料金：
★Melty Snow ～メルティースノー～
\1,760
オレンジとコニャックのプレミアムリキュール“グラン
マルニエ”と、ゴディバのチョコレートリキュールを
フローズンにした、チョコレートの甘い香りが漂う
ミルキーなカクテルです。
★Winter Berry ～ウインター ベリー～
\2,200
ブルーベリー、ラズベリー、ストロベリー3 種のベリー
を、スパークリングワインにイン！クリスマスのイルミ
ネーションをイメージした、華やかな甘酸っぱいカクテ
ルに仕上げました。

左：Melty Snow／右：Winter Berry
※いずれもイメージ

■鉄板焼「さがみ」（28F）
鉄板焼「さがみ」では、高級銘柄牛の「常陸牛」をメインにご堪能いただけるクリスマス限定のデ
ィナーコースとランチコースをご提供いたします。

『クリスマス

スペシャルディナー』

シェフが厳選した、肉質のきめ細やかさと柔らかさ、豊かな風味が特徴の極上霜降り和牛「常陸牛」
をはじめ、花束に見立てた可愛らしいアミューズ「聖夜の始まり」、軽く火を入れた鮪と帆立に天使
の涙に見立てたゼリーを添えたオードブル、クリスマスカラーを意識したシェフのスペシャルレシピ
「タラバ蟹のソテーを添えたカリフラワーのスープ」など、鉄板焼きのパフォーマンスと共に、ロマ
ンティックな料理の数々をご用意いたします。
■日時：2015 年 12 月 19 日（土）～12 月 21 日（月）
＊17:30～21:00
2015 年 12 月 22 日（火）～12 月 25 日（金）
＊1 部 17:30～ 20:00 または 18:00～20:15
＊2 部 20:15～ または 20:30～
■料金： \24,750

※イメージ
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『クリスマス

スペシャルランチ』

「さがみ」のクリスマス限定のランチコースでは、肉質のきめ細やかさと柔らかさ、豊かな風味が
特徴の茨城県が誇る極上の霜降り牛肉“常陸牛”をメインディッシュにご用意いたします。4 種類のコ
ースからお選びいただけます。
■期間：2015 年 12 月 19 日（土）～12 月 25 日（金）
■時間：11:30～14:30
■料金：お一人様 \6,600／\7,700／\10,450／\13,200

※イメージ

■オールデイブッフェ「コンパス」（2F）
オールデイブッフェ「コンパス」では、オードブルからデザートまで、和洋中約 50 種類のメニュー
をそろえたクリスマスブッフェをシェフが腕によりをかけてご提供いたします。

『クリスマスブッフェ』
お客様の目の前で仕上げるパフォーマンスメニューに、「ローストチキン トリュフのソース」
（ランチ）や「フォアグラソテー 苺のソース」（ディナー）「パルマ産生ハム」（ディナー）がク
リスマス限定でご提供いたします。さらに、ブッフェならではの特製クリスマススイーツ「ビッグク
リスマスショートケーキ」が登場します。
■期間：2015 年 12 月 19 日（土）～25 日（金）
■時間：ランチ
11:30～15:30 （各 110 分制）
1 部 11:30～13:20 ／2 部 13:40～15:30
ディナー 17:00～21:30 （各 120 分制）
1 部 17:00～19:00 ／2 部 19:30～21:30
■料金：＜ランチブッフェ＞
大人
お一人様 \3,900
シニア（60 歳以上）お一人様 \3,300
子ども（4～12 歳） お一人様 \1,800
＜ディナーブッフェ＞
大人
お一人様 \5,800
シニア（60 歳以上）お一人様 \5,400
子ども（4～12 歳） お一人様 \2,900
※イメージ

■ロビーラウンジ「シーウインド」（2F）
ロビーラウンジ「シーウインド」では、クリスマス限定のホテルメイドのスイーツと、サンドウィッ
チやフィンガーフード、スコーンのほか、クリスマスには欠かせないドイツの伝統菓子“シュトレン”
をセットしたアフタヌーンティーセットをご提供いたします。
ティータイムのメインの紅茶は、190 年以上の歴史あるドイツの老舗紅茶メーカーのロンネフェルト
ティーをご用意いたします。
■期間：2015 年 11 月 1 日（日）～12 月 31 日（木）
■時間：11:30～21:00
■料金：\3,240
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【 クリスマス ディナー＆ランチ概要 】
メニュー名
スカイラウンジ「ベイ・ビュー」 （28F）

料金

【クリスマス スペシャルディナー】
●マリネサーモンのショー・フロワ 香味野菜と共に
●フォアグラのテリーヌ トリュフと青リンゴ風味
イチジクのフォンダと赤ワインソース
●オマール海老のロースト
ジュ・ド・オマールとセップ茸風味のカプチーノ仕立て
●黒毛和牛サーロインのグリエ エシャロットコンフィ添え
＆仔羊のノワゼットのロティ モリーユ風味
●柑橘のパフェ
●ターンドル・オ・ショコラ
●小菓子とコーヒー

￥16,500
※別途:
カバーチャージ
￥2,000
（宿泊者￥1,000）

サービス料10%込
消費税別途

【クリスマス エレガンスランチ】
●オードブルバリエ ベイ・ビュースタイル
●茸のクリームスープ カプチーノスタイル
●鰆のポワレ 白菜のブレゼを添えて タプナードソースと白菜のジュと共に
または 平目の蒸し焼き 海老風味のナージュ仕立て
●オーストラリア産牛フィレ肉とフォアグラのロッシーニ風
●デザート クリスマスバージョン
または フォンダンショコラ（+600円）
●パンとコーヒー

鉄板焼「さがみ」

￥5,500
※メインディッシュを追加で
きるアップグレード
メニュー \3,850

サービス料10%込
消費税別途

提供日時
●日時：
2015年12月19日（土）
～12月21日（月）
＊17:30～20:00
2015年12月22日（火）
～12月25日（金）
＊1部17:30～19:30
＊2部20:00～22:00
（ラストオーダー）

※ディナー終了後、通常営業
（カクテルタイム）
●期間：
2015年12月22日（火）
～12月25日（金）
●時間：11:30～14:30
（ラストオーダー）

※期間中、全席2時間制
※窓側の席は、11:30～、
13:40～のご案内

（28F）

【クリスマス スペシャルディナー】
●聖夜の始まり
●香り高いトリュフに鮪と帆立のミキュイ
エンジェルティアーズとキャヴィア
●フランス産フォアグラ フルーツ赤ワインソースにピスタチオのチュイール
●タラバ蟹のソテー カリフラワーの軽いヴールテ 黒胡椒風味
●伊勢海老のソテー コライユと甲殻類の2色のソース
●鮑の鉄板焼き 肝ソース 酢橘を添えて
●さがみサラダ
●極上“常陸牛”フィレ50ｇ＆サーロイン50ｇ クリスマス島の塩
●御飯・伊勢海老の味噌汁・香の物
●冬景色の山小屋
●コーヒーまたは紅茶
【クリスマス スペシャルランチ】
（ランチA)
●食前のお愉しみ
●季節のスープ
●さがみサラダ
●焼き野菜
●オーストラリア産ビーフ フィレ100ｇ
●御飯・味噌椀・香の物
●デザート
●コーヒーまたは紅茶

オールデイブッフェ「コンパス」

￥24,750

サービス料10%込
消費税別途

ランチA ￥6,600
ランチB ￥7,700
ランチC ￥10,450
ランチD ￥13,200

●日時：
2015年12月19日（土）
～12月21日（月）
＊17:30~21:00
2015年12月22日（火）
～12月25日（金）
＊1部17:30～20:00
または
18:00～20:15
＊2部20:15～
または
20:30～

●期間：
2015年12月19日（土）
～12月25日（金）
●時間：11:30～14:30

サービス料10%込
消費税別途

（2F）

【クリスマスブッフェ】
<パフォーマンスメニュー>
●黒毛和牛のローストビーフ カッティングサービス
●【ランチ】ローストチキン トリュフのソース
●【ディナー】フォアグラソテー 苺のソース
●【ディナー】パルマ産生ハムのカッティングサービス
●ビッグクリスマスショートケーキ カービングサービス
<ブッフェメニュー>
●鴨テリーヌ オレンジの香り
●ラザニア エミリア風
●パエリア コンパススタイル
●本日の魚料理 シェフスタイル
●ホテルメイドブレッド（クグロフ・シュトレンなど）
●天ぷら
●点心
●中華麺

＜ランチブッフェ＞
大人
￥3,900
シニア（60歳以上） ￥3,300
子ども（4～12歳） ￥1,800
＜ディナーブッフェ＞
大人
￥5,800
シニア（60歳以上） ￥5,400
子ども（4～12歳） ￥2,900
※全て、お一人様分、消費税込

●期間：
2015年12月19日（土）
～12月25日（金）
●時間
＜ランチ＞
11:30～15:30 （各110分制）
1部11:30～13:20
2部13:40～15:30
＜ディナー＞
17:00～21:30 （各120分制）
1部17:00～19:00
2部19:30～21:30

など

【ご予約・お問合せ】
10/1（木）～受付 ご予約専用ダイヤル 045-411-1188（10:00～20:00）
-5-

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ

クリスマス情報

クリスマス デコレーション
＆ロビーコンサート
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの、2015 年のクリスマスは「Memories on you “いつま
でも想い出に残る、温もり溢れるクリスマス”」をテーマに、高さ 8ｍのクリスマスツリーを中
心にしたデコレーションやロビーイベントなどで、お客様のクリスマスを演出します。
1 階ロビーには、11 月 14 日（土）から煌めくオーナメントに飾られた 8m のクリスマスツリー
の他、“冬に花咲く 999 本のキセキのバラ”をテーマに、横浜西口に装飾されるイルミネーションに合
わせ、エントランス部分に青いバラをイメージしたモニュメントを装飾いたします。
また、館内にはフォトスポットや、クリスマスツリーの下に特別な誓いの場所“らぶすたスポ
ット”を設置し、お客様それぞれに思い描くクリスマスシーンの演出をサポートいたします。
その他、期間中 12 月 19 日（土）から 24 日（水）期間、ツリーの下で「Christmas Lobby
Concert」を開催します。ブラスバンド演奏、混声合唱やゴスペルなど、様々なアーティストがク
リスマスシーンに添える素敵な音楽を演奏いたします。

（ハートをモチーフにしたフォトスポット）

（メザニンロビーのクリスマスツリー）

（らぶすたスポット）
※写真およびパースは全てイメージです。
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■クリスマスツリー
設置場所：メザニンロビー （1F）
設置期間：2015年11月14日（土）～12月25日（金）
点灯時間：16：30～24：00
高さ：約8m
デコレーション：
・今年は、ラグジュアリー感ある GOLD を基調に、当ホテルのキャッチである「Heart of
Yokohama」を表現した赤いハートのオーナメントや、オリジナルキャラクター “シェラ
ラ”を装飾します。また、今年は“額縁”をオーナメントに取り入れ、楽しいクリスマス
の 1 シーンを大切な想い出として残していただくことをイメージしました。

■フォトスポットdeフォトセッション
1Fメザニンロビーのクリスマスツリー付近にハート形のフォトスポットを設置。お客様クリス
マスの思い出ショットにご利用いただけます。
設置場所：1Fメザニンロビー クリスマスツリー近辺
設置日時：2015年11月14日（土）～12月25日（金）

■サプライズプロポーズプラン「Love’s Start Christmas」
当ホテルでは、日頃ご成婚間近のカップルのプロポーズシーンを応援するサプライズプラン
「らぶすた」を実施しています。クリスマス期間中、クリスマスツリー付近に「らぶすたスポッ
ト」を設置し、お客様のプロポーズを応援いたします。
実施日時：2015年12月19日（土）、23日（水・祝）、24日（木）の3日間
実施場所：1Fメザニンロビー クリスマスツリー下
参加料金：￥10,000（税込）
参加条件：1 日 1 組・神奈川県在住者（どちらかが）限定・先着順・事前予約制・来館打合せ可能
な方・プロポーズが成功したら SNS への投稿可能な方（当ホテルですでにご成約済み
の方は対象外)
予約期間：2015 年 10 月中旬～2015 年 12 月 10 日（木）
お問合せ・ご予約先：ウエディングセールス TEL：045-411-1122 （10:30～19:00）
[プラン内容]
・銀座ダイヤモンドシライシ「オリジナルネックレス or ピアス」プレゼント（各日先着 1 組まで）
・ツリーの下の特別「プロポーズスポット」利用
・プロポーズ成功後におふたりを撮影し「ホテルオリジナルフォトフレーム」へ入れプレゼント
・ご希望によりスタッフによる「祝福」演出付き「フラワーシャワー」「手持ちパネル」等
[シェラトン成約特典]
・当ホテルでご婚礼をご成約いただくと想い出のロビーでの「ロビー挙式」をプレゼント（￥172,800 相当、40
名様以上のご婚礼が対象となります。）
※協賛：銀座ダイヤモンドシライシ/第一園芸

■Christmas Lobby Concert
クリスマスを音楽で彩る 4 日間。ホテルのメザニンロビーですべてのお客様にお楽しみいただけ
るコンサートを開催します。すべてのプログラムは無料でご覧いただけます。
実施日時：2015 年 12 月 19 日(土)、20 日（日）、23 日(水・祝)、24 日（木）各回 30 分間ステージ
12/19・23・24 は、15:00～／16:30～
12/20 は、14:30～／16:00～
実施場所：メザニンロビー（1Ｆ）
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♪12 月 19 日(土)

横浜市音楽消防隊

【ブラスバンド】

横浜市消防音楽隊は、横浜開港 100 周年、市制 70 周年を記念して 1958 年（昭和 33 年）に創設されま
した。消防のイメージアップや防災情報の広報のため、現在も年間 200 回以上の演奏を行っています。
今回はトランペット、フルート、ピアノ、パーカッションの 4 名のユニットでクリスマスソングを奏
でます。

♪12 月 20 日(日)

ヴォーカリストによるコンサート

♪12 月 23 日(水・祝) 金沢少年少女合唱団 【混声合唱】
昭和 47 年横浜市金沢区で誕生。当時、横浜市では数少ない
児童合唱団として誕生し、県内でも老舗の少年少女合唱団と
して活動を続けています。小学生から大学生までが月 4 回
（日・土）の練習に参加し、合唱の基本をしっかりと学びながら、
兄弟姉妹のように助け合い、素敵なハーモニー作りに励んでいます。
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは開業以来、クリス
マスのステージをつとめています。
http://www.geocities.jp/kanazawa_jc/syokai.html

♪12 月 24 日(木)

クリスタル・ビーズ

【ゴスペル】

"クリスタル・ビーズ“は日本のゴスペル指導の第一人者である
粟野めぐみをディレクターとして、新宿シャローム教会をベース
に活動しているゴスペルクワイアです。
「ひとりひとりが一粒のクリスタルのような透明な心で、ネック
レスのように一つになって神様を賛美する」という意味で名付け
られたクリスタル・ビーズ。
2013 年には、同名のファースト・アルバムをリリース。辛いとき
は共に涙を流し、嬉しいときは共に喜び、感謝の心で神様の愛と
その恵みを伝えていきたいと、教会をはじめ、病院、デイケアセ
ンター等で賛美しています。
http://crystalbeads.jimdo.com/

※写真は全てイメージです。

※スケジュールは予告なく変更する場合がございます。
※ラウンジ・バーをご利用のお客様には通常の演奏よりも大きな音が発生いたします。予めご了承ください。
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シェラトン ホテル＆リゾートについて
スターウッドホテル＆リゾートワールドワイドの最大かつ最もグローバルなブランドとして、世界
75 カ国以上に 430 軒以上のホテルを擁するシェラトンホテル＆リゾートは、旅は共有することでよ
り素晴らしいものになるという信念に基づき、シェラトンクラブラウンジの他、新たに小皿料理の
メニューもとり入れ、極上のワインや地ビールなどと共にお楽しみいただける『ペアド』プログラ
ムを通じて、お客様同士がつながることができる空間をご提供しています。また今年、シェラトン
のグローバルな超一流ホテルとしての地位をさらに強化すべく、10 のテーマからなるプラン「シェ
ラトン 2020」が始まりました。シェラトンブランドでは、スターウッドが擁する他のブランドと同
様、業界でも最も内容豊富なロイヤルティプログラムであるスターウッドプリファードゲスト
（SPG®）プログラムがご利用いただけます。詳しい内容は www.sheraton.com をご覧ください。シ
ェラトンの最新 情報は、ツイッターおよ び Instagram で は @sheratonhotels、 フェイスブック は
facebook.com/Sheraton で確認できます。
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