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横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、2016 年のハロウィン企画として、人気メニューの

レストラン招待券などが当たる『Halloween Instagram キャンペーン』を 10 月 1 日（土）～10 月

23 日（日）まで開催いたします。 

近年、ハロウィンが日本にも浸透し、その市場規模は拡大しています。ハロウィンの盛り上が

りにともない、大人もハロウィンを楽しみたいという需要が高まっています。当ホテルでは“大

人のハロウィン”をテーマに Instagram を使ったキャンペーンを開催いたします。ご自身で撮影

したハロウィンをテーマにした写真、または館内 5 箇所にフォトスポットを設置し、フォトプロ

ップスを使って撮影したハロウィンの楽しい様子の写真に「#ybshalloween」をつけて投稿していた

だくと、抽選で 10 月 27 日（木）の『ナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade｣～Happy Halloween

～』または、10月 31日（月）の『Delight Hour ～Happy Halloween～』にご招待いたします。 

また、スカイラウンジ「ベイ・ビュー」では人気メニュー「デライトアワー」がハロウィンアレン

ジされ、秋の食材を使ったブッフェ形式のお料理とお飲み物の飲み放題が楽しめる『Delight Hour～

Happy Halloween～』をご提供いたします。ペストリーショップ「ドーレ」では、『ヴェリーヌ パン

プキン』と『パンプキンモンブラン』を 10月の 1か月間販売いたします。

 
 

【Halloween Instagramキャンペーン概要】 

■実施期間： 2016 年 10 月 1 日（土）～10 月 23 日（日） 

■応募方法： ①ホテル公式 Instagram アカウント（@sheratonyokohama）を「フォロー」 

②ご自身で撮影したハロウィンをテーマにした写真、またはホテル館内でハロウ 

ィン仕様のフォトプロップスを使って撮影した写真に「#ybshalloween」を設定  

の上、ご自身の Instagram に投稿。 

■フォトスポット：ロビー、ペストリーショップ「ドーレ」、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」、スカイラウンジ「ベイ・ビュー」 

■賞  品： A 賞 2016 年 10 月 27 日（木） ロビーラウンジ「シーウインド」  

『ナイトスイーツブッフェ｢Sweets Parade｣～Happy Halloween～』  

1 組 2 名様ご招待  

B 賞 2016 年 10 月 31 日（月） スカイラウンジ「ベイ・ビュー」  

「Delight Hour～Happy Halloween～」 1 組 4 名様ご招待 

■備  考： 詳しくはホテル公式 HP、または公式 SNSにてご確認ください。 

大人のための特別なハロウィン！ 

『Halloween Instagramキャンペーン』開催 
開催期間：10月 1日（土）～10月 23日（日） 

 

～ハロウィンバージョンの人気メニューの招待券などが当たる～ 

 

 

 

 

2016年 8月 23日 

 



◆スカイラウンジ「ベイ・ビュー」（28F） 

『Delight
デ ラ イ ト

 Hour
ア ワ ー

～Happy Halloween～』 
「ベイ・ビュー」では、2016 年 4 月にリニューアルした人気メニュー「デライトアワー」の期間限定

メニューとして、秋の恵みを織り込んだハロウィン仕立てのブッフェ形式のお料理とお飲み物の飲み放

題が楽しめる「Delight  Hour～Happy Halloween～」をご提供いたします。 

ホテル最上階からの夜景と生演奏をお楽しみいただきながら、色鮮やかに並ぶシェフ自慢の料理の数々

をブッフェスタイルでお楽しみいただける他、お好みのメイン料理（魚料理 or肉料理）をお席にサーブ

いたします。ベイエリア、ベイブリッジそして横浜の街を一望できる最上階のスカイラウンジで、ゆっ

たりとした 3時間をお過ごしいただけるプランです。 

 
■期 間：2016年 10月 3日（月）～10月 31日（月）平日限定 

■時 間： 17:30～21:00（3時間制）  

■料 金：お一人様 ￥4,400 ※サービス料込・税金別 

 
≪メニュー内容≫ 

【ブッフェメニュー】 

  ・本日のアペタイザー各種 

 ・ベジタブルスティック 

 ・本日のパスタ／本日の煮込み料理 

 ・チーズの盛り合わせ 

 ・トルティーヤチップス ディップ添え 

 ・ホテルメイドのパン各種 

 ・デザート・フルーツ各種 

 

【メインメニュー】 

・本日の魚料理 or肉料理 ※お席までお持ちいたします。 

 

【お飲物】 

赤ワイン 2種（ライトボディー・フルボディー）・白ワイン 2種（辛口・甘口）、 

「ベイ・ビュー」特製サングリア 

ソフトドリンク 7種（コーラ、ジンジャエール、オレンジジュース、グレープフルーツジュース、 

ウーロン茶、コーヒー、紅茶） 

 

※オプション：（＋価格は、追加料金です。サービス料込、税金別） 

A）スパークリングワイン＋カクテル 20種類 ＋￥1,100 

   B）ハイネケンエクストラコールド＋スパークリングワイン ＋￥1,320 

   C）ハイネケンエクストラコールド＋カクテル 20種類 ＋￥1,540 

   D）スパークリングワイン＋カクテル 20種類＋エクストラコールド ＋￥1,870 

 

■備考：※お食事・お飲物のラストオーダーは 30分前とさせていただきます。 

※カバーチャージ￥2,000相当無料となっております。 

※割引対象外プランです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ハロウイン デライトアワー」イメージ 



◆ロビーラウンジ「シーウインド」（2F） 

『ナイトスイーツブッフェ｢Sweets Parade｣～Happy Halloween～』 
秋のスイーツの代表格である“マロン”と、豊かな香りとまろやかな味わいが魅力の“洋梨”

に加え、“ハロウィン”には欠かせない“かぼちゃ”を使った限定のハロウィンスイーツを、ブ

ッフェスタイルでご提供します。シェフ一番のおすすめは、長さ約 50cm の「ビッグパンプキンロー

ル」です。コクのある濃厚なかぼちゃのクリームとバニラ風味にコンポートしたかぼちゃを、しっと

りとしたスポンジで包み、表面に特製パンプキンクリームをふんだんにあしらった、ビッグロールケ

ーキです。賑やかなオバケのデコレーションがハロウィン気分を盛り上げます。 

その他、パイ生地にかぼちゃのコンポートを詰めて蒸した、かぼちゃの味が濃厚な「かぼちゃフラ

ン」や、マロンペーストをたっぷり生地に混ぜ焼き上げた、さつまいもの食感も一緒に楽しめる「芋

栗パウンド」なども、この時期だけのハロウィンアレンジでご用意いたします。 

 
＊1：ナイトタイムのスイーツブッフェ「Sweets Parade」は、週末にあたる木・金の 18：30～ 

ロビーラウンジ「シーウインド」で開催しているスイーツの食べ放題プランです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■期 間： 2016年 10月 6日（木）～ 10月 28日（金） 木曜日・金曜日限定   

■時 間： 18:30 〜 21:00  （時間制限なし） 

■料 金： お一人様  ￥3,889 お子様（4歳以上の未就学児） ￥1,945 ※サービス料込・税金別 

 

≪主なメニュー≫ 

・ビッグパンプキンロール 

・さつまいものショートケーキ 

・キャラメルポワールムース 

・かぼちゃフラン 

・とろとろポワールジュレ 

・マロンムース 

・芋栗パウンド 

・ブランマンジェ バニラ ベルエレーヌ風 

・かぼちゃプリン 

・マロンタルト 

・ベイクドチーズケーキ 

・パンプキンサンデー 

・和風スイーツ 

・ブルギニヨン コンポート 

・フレッシュフルーツ盛り合せ        など                

「ビッグパンプキンロール」（イメージ） 

「かぼちゃフラン」（イメージ） 

『ナイトスイーツブッフェ｢Sweets Parade｣～

Happy Halloween～』（イメージ） 



【軽食】 

●オープンサンド(ハム、チーズ、トマト、オニオン、ツナペーストなど約 10種類) 

●自家製ベーカリーのパン（バターロール、各種ブレッドなど 4～5種） 

●日替わりの具沢山スープ (ビーフシチュー、クラムチャウダー、ミネストローネなど) 

●フレッシュサラダ(シーザー、和風など、3 種類の自家製ドレッシング)          など 

 

【お飲み物】 

●コーヒー・紅茶（ホット・アイス） ●オレンジジュース ●グレープフルーツジュース 

●アセロラジュース ●グレープジュース ●グァバジュース ●マンゴージュース 

●アップルジュース ●ウーロン茶 

 

■備考： ※混み合うことが予想されるため、ご予約の上ご来店いただくことをおすすめいたします。 

     ※仕入れの状況により、スイーツの内容は予告なく変更になる場合があります。 

    ※割引対象外メニューです。 

 

 

 

 

 

 

【ご予約・お問合せ】  

レストラン総合予約 TEL:045-411-1188（10:00～20:00） 

オンライン予約 http://www.yokohamabay-sheraton.co.jp/restaurant_bar/ 
 

 
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。 

 


