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横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、11 月 15 日（木）のクリスマスイルミネーションの

点灯を皮切りにクリスマスシーズンを順次スタートいたします。 

2018 年クリスマスのテーマは「Gifts from Sheraton」。クリスマスイルミネーションをはじめ、

レストランメニュー、宿泊プラン、各種プロモーションをご用意し、ホテルでお過ごしいただくク

リスマスのひとときを、皆様の大切な心のギフトにしていただきたい想いを込めております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 年 9 月 27 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 2018 
“Gifts from Sheraton”～20 年目のクリスマス～ 

11 月 15 日（木）スタート 
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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「Gifts from 

Sheraton」にちなんだクリスマス スペシャルメニューをホテル内のレストラン 7 店舗にてご用意

いたします。 

 

■フレンチ「ベイ・ビュー」（28F） 

『クリスマスディナー』 

ホテル最上階からの横浜港の煌めく夜景と共にフレンチの 

フルコースをご提供いたします。 

■日時： 

 

■料金：クリスマスディナーB：\23,000 

■メニュー 

フランス産アキテーヌのキャビアとタラバガニ メルバートースト添え 

ブルターニュ産オマール海老と国産雲丹のフォンダン コンソメジュレと共に 

フランス産フォアグラとラズベリーのコンビネーション 

ニュージーランド産キングサーモンのマリネのショーフロア仕立て 

 香味野菜とワサビ風味のバジルソース 

青森県産天然平目のポワレ 鮑とレモンのコンディメント シャンパンソースと肝風味のサバイヨンソース 

グラニテ 

松阪牛フィレ肉とフォアグラのロッシーニ仕立て 半熟卵とフランス産黒トリュフ 

苺とバニラのヴァシュラン エキゾチッククーリーと赤い果実のソース 

プティパン・ミルヒヴェック・プティオリーブ 

北海道横市フロマージュ舎のバター 

小菓子とコーヒー 

 

 

『クリスマス  エレガンスランチ』 

フルコースのフレンチをお楽しみいただける「エレガンス ランチ」 

がクリスマスの装いで登場します。 

■日時：12月 17日(月)～12 月 25日(火) 11:30～14:30（L.O） 

■料金：12月 17日(月)～12 月 21日(金) ：￥4,400 

■料金：12月 22日(土)～12 月 25日(火) ：￥6,600 

■メニュー 

魚介類のガトー仕立て サフランムースリーヌとラヴィゴットソース ～フレンチベイビューからの贈り物〜 

キノコのクリームスープ カプチーノ仕立て 

天然の真鯛と帆立貝のポワレ アサリ風味のバターソースとハーブピュレ 

牛フィレ肉のザンガラ仕立て ベアルネーズソースを添えて 

または 

国産牛サーロインとフォアグラのロッシーニ仕立て（+2,860円） 

苺とバニラのヴァシュラン エキゾチックソースと赤い果実のソース 

パン（バスケットサービス） 

コーヒーまたは紅茶 

 

 

 

クリスマス スペシャルメニュー 

12 月 22 日（土）～12 月 24 日（月・休） 

1 部 17:30～／2 部 20:00～ 

Gifts from Sheraton 
～シェラトンからの贈り物～ 

 

クリスマスディナーご利用のお客様に 

北海道横市フロマージュ舎のバターを

お一人様におひとつプレゼント 
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■スカイラウンジ「ベイ・ビュー」（28F） 

 

『クリスマスカクテル』 

クリスマスの華やかな雰囲気にふさわしいクリスマスカラーの 

オリジナルカクテルをご用意いたします。 

■期間：11 月 1 日（木）～12 月 31 日（月） 

■時間：17:30～23:30（月～木）、17:30～24:00（金・土） 

17:30～23:00（日・祝） 

■メニュー・料金： 

「Winter Ruby」￥2,200 

ウォッカ発祥の地ポーランドで生まれたラグジュアリーウォッカ 

「BELVEDERE」を使用したクリスマスカラーのフローズンカクテルです。 

フルーティーな旬の苺とルビーポートを合わせたコクのある一杯をお楽しみください。 

 

■鉄板焼「さがみ」（28F） 

『クリスマス スペシャルディナー』 
鉄板焼「さがみ」では、シェフ厳選の“神戸牛”と“近江牛”の 2 銘柄をご堪能いただけるクリスマス

限定のディナーコースをご用意いたします。そのほか世界三大珍味のキャビア、フォアグラ、トリュ

フをはじめ伊勢海老、鮑など豪華食材も夜景と共にご堪能いただけます。 

 

■日時：12 月 22 日（土）～12 月 24 日（月・休）17:30～21：00 

クリスマススペシャルディナーC：￥33,000（近江牛） 

クリスマススペシャルディナーD：￥55,000（神戸牛） 

 

■クリスマススペシャルディナーC 

ズワイ蟹とフィンガーライムのカネロニ仕立て 

鮪と平目のガトー カラスミのチュイルにキャビアを添えて 

フォアグラとイチジクのソテーにパンデピス ベリーの香るビンコットソース 

伊勢海老とタラバ蟹 ホワイトアスパラガス 甲殻類のクリームソース 

鮑のペリエ蒸し 肝ソースと白ワインソース フランス産トリュフを散りばめて 

極上“近江牛”食べ比べ 50ｇ 焼き野菜を添えて クリスマス島の塩・滋賀の茶塩 

聖夜の一膳・伊勢海老の味噌汁・香の物 

イチゴのエスプーマアイスに弾けるストロベリージェノワーズ 

コーヒーまたは紅茶 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gifts from Sheraton 
～シェラトンからの贈り物～ 

 

近江牛、神戸牛ともに、フィレかサ

ーロインをご選択いただくことなく

各50gずつ提供いたします。 
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『クリスマス スペシャルランチ』 

やわらかな肉質、まろやかな風味、豊潤な味わいが自慢の 

高級銘柄和牛“仙台牛” がメインディッシュのクリスマス 

限定ランチをご用意いたしました。 

■日時：12 月 17 日（月）～25 日（火）11:30～14:30 （L.O） 

■料金： クリスマススペシャルランチ D：\13,200 

■メニューD 

・クリスマスのお愉しみ 

・フォアグラのソテー リンゴとブドウのソース 

・鮑のソテー 肝ソースと白ワインソース 

・さがみサラダ 

・焼き野菜 

・極上仙台牛 100ｇ フィレまたはサーロイン 

・御飯・味噌汁・香の物 

・イチゴのデザート 

・コーヒーまたは紅茶 
 

■日本料理「木の花」（8F） 

『和のクリスマス 聖夜の宴』 
氷で作った“かまくら”のような器でご提供するお造り、白味噌 

に季節野菜をたっぷりと入れて仕上げるまろやかなお椀、青菜 

と雑魚で炊きあげるアツアツの土鍋ご飯、和歌山県特産、関東では 

珍しい冬の柑橘“三宝柑
さんぽうかん

”の果実を余すところなく使用した水菓子 

など、ひとつひとつ素材の吟味から盛り付けに至るまで、料理長の 

心と技が光る、この時期にふさわしい会席料理をお楽しみいただけ 

ます。 
 

■日時：12 月 22 日（土）～25 日（火）17:30～21:00(L.O)   

■料金：￥14,500 

 

 

 

 

■中国料理「彩龍」（3F） 

『聖誕節ランチコース』 

彩龍自慢の焼き物の前菜から、丁寧に出汁を取った上湯スープ、メインは鮑、伊勢海老、サーロイン

ステーキからお選びいただきます。点心師によるスイーツもクリスマスをあしらいました。 

■日時：12 月 21 日（金）～25 日（火） 

11:00～14:30（L.O） ※土日祝は 15:30（L.O） 

■料金：￥6,600 

■メニュー：★-選択 

聖誕節限定 前菜盛り合せ 

蟹肉甲羅詰めオーブン焼き 

香港式コンソメスープ 

★活アワビの牡蠣ソース  

★活伊勢海老のチリソース 

★サーロインステーキの黒胡椒ソース 

帆立貝柱の玉子あんかけご飯 

クリスマス限定スイーツ 

 

Gifts from Sheraton 

～シェラトンからの贈り物～ 
 
12 月 10 日（月）までのご予約で 

グラスシャンパン付の特別料金にて

ご提供いたします。 
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『聖誕節オーダーバイキング』 
専用窯で焼き上げる「北京ダック」をはじめ、前菜からデ 

ザートまで約 60 種類のメニューから出来立ての美味しさを 

お楽しみください。 
 

■期間：12 月 21 日（金）～25 日（火） 

■時間：17:30～20:30（最終入店 20:00／L.O20:30） 

■料金：大人 ￥9,200  お子様（4～12 歳）￥3,850 
 

※2 名様以上、ラストオーダーは 90 分、ご利用は 120 分です。 

 

 

 

 

■オールデイブッフェ「コンパス」（2F） 

『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 トリュフポテト添え」

（ランチ）や「国産牛のステーキ」（ディナー）、「パルマ産生ハム」（ディナー）など、ご用意い

たします。 

■期間：12 月 22 日（土）～25 日（火） 

■時間： 

 

■料金：＜ランチブッフェ＞ 

大人         ￥4,950 

      小学生        ￥2,530 

      4 歳以上の未就学児   ￥1,265 

■メニュー 

＜パフォーマンスメニュー＞ 

黒毛和牛のローストビーフ、揚げたての天ぷら、シェフのこだわりとんこつ醤油ラーメン、・ローストチキン 

トリュフポテト添え  （ランチ限定）、国産牛のステーキ お好みのコンディメントで （ディナー限定） 

パルマ産プロシュートのカッティングサービス（ディナー限定） 

＜スーパーフードのオードブル＞ 

・鴨のスモークと「ブロッコリースーパースプラウト」ラズベリーソース  

・奇跡の穀物「キヌア」とチキンのチョップドサラダ   

・カボチャとリンゴのサラダ 未来のスーパーフード「ヘンプシード」と共に  

・「チアシード」と緑黄色野菜のスムージー  

・三崎大畑鮮魚から届いたお魚のカルパッチョ 「フラックスシードオイル」とトマトのドレッシング 

究極のスーパーフード「モリンガ」のドレッシングとサラダほうれん草（ディナー限定） 

＜ホット料理＞ 

本日の蒸し野菜 バーニャカウダソース、バリエーション豊富な本日のスパゲティ、カボチャのポタージュ、ブ

イヤベース コンパススタイル、バレンシア風パエリア、ラザニア エミリアーナ、黒毛和牛のホテルカレー、

レモングラス風味のシーフードグリーンカレー 

その他、和食、中華、デザート、サラダなど約 50種類のブッフェ料理をご用意しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 ＜ディナーブッフェ＞ 

大人         ￥7,700 

      小学生        ￥3,850 

      4 歳以上の未就学児   ￥1,925 

 

Gifts from Sheraton 

～シェラトンからの贈り物～ 
 
オーダーバイキングで「クリスマス

特別焼き物入り前菜」をお一人様ず

つファーストディッシュとしてプレ

ゼント 

Gifts from Sheraton 

～シェラトンからの贈り物～ 

 

11月30日（金）までのご予約でスパーク

リングワインをワングラスプレゼント 
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■ロビーラウンジ「シーウインド」（2F） 

『アフタヌーンティーセット～Christmas～』 

3 段のハイティースタンドに、クリスマス限定のシェフ特製 

クリスマススイーツ、スコーン、サンドウィッチのほか、 

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” 

をセットにしたアフタヌーンティーセットをご提供いたします。 

また、190年以上の歴史あるドイツの老舗紅茶メーカーのロン 

ネフェルトの紅茶は 7 種類からセレクトいただけ、異なる種類 

の飲み替えが可能です。 

 

■期間：11 月 15 日（木）～12 月 25 日（火） 

■時間：11:30～21:00（2 時間 30 分制） 

■料金：￥3,704 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【レストランに関するご予約・お問合せ】 

10/1（月）～受付開始 

レストラン総合予約 045-411-1188（10:00～19:00） 

クリスマス特設サイトwww.yokohamabay-sheraton.co.jp/event/sheraton_christmas_2018.php 

 

■備考（すべて共通） 

 ※最新の情報はホテル公式ホームページにて案内しております。 

※特別な記載がない限り、表示料金はサービス料 10％込・別途税金を加算いたします。 

 ※仕入れの状況により、一部料理内容の変更または盛り付け等が変わる場合があります。 

 ※写真はすべてイメージです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1段目 

・ミックスサンドウイッチ 

・ほうれん草とベーコンのキッシュ 

・鴨のスモーク 

 

2段目 

・シュトレン 

・プレーンスコーン 

・クロテッドクリーム、ジャム 

 

3段目 

・クリスマスショートケーキ 

・パンナコッタ 赤い果実 

・ミキュイショコラ 

・タルトレットフレーズ 

・シナモン＆青りんごマカロン 
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■クリスマスツリー 

今年のクリスマスツリーのテーマは「Gifts」。いままでにないシンプルかつエレガントな真っ赤な

グラデーションのクリスマスツリーです。ホテルでお過ごしいただくクリスマスのひとときを、皆様

の大切な心のギフトにしていただきたい想いを込めたオーナメントをご用意しました。赤いボールオ

ーナメントは「永遠の象徴」。動きのあるリボンは「良い心で永遠に結び合わされる」。アマリリス

の花言葉は「誇り」「輝くばかりの美しさ」。想いを贈る花としてはぴったりです。ホテルを訪れる

方々に永遠に続く幸せを贈る、そんなアマリリスを華やかにデコレーションしたクリスマスツリーを、

訪れたお客様にリボンを添えてお届けします。 

■設置場所：メザニンロビー（1F） 

 ■設置期間：11月15日（木）～12月25日（火） 

 ■点灯時間：16：30～24：00 

 ■高  さ：約4.7m 

■電  球：約800球 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリスマスツリー＆プロモーション 
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■インスタグラムキャンペーン『シェラトン想い出フォトコンテスト』 

 
20 周年を記念したフォトコンテストを開催中。シェラトンでの思い出をインスタグラムでシェアした

方の中から抽選で隔月 1 名様にホテルオリジナルプレゼントが当たるキャンペーンです。 
■期  間：開催中～2019 年 3 月 31 日（日）23:59 

■参加方法：公式インスタグラムアカウント「@sheratonyokohama」をフォローし、 

#横浜ベイシェラトン、#20 周年のハッシュタグで投稿。 

    ■当選結果：当選者には公式アカウントよりダイレクトメッセージにてお知らせします。 

 ■賞  品：12 月/1 月はオールデイブッフェ「コンパス」ディナーブッフェをペア 1組様にプレゼント 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■クリスマス ロビーコンサート 

クリスマスを音楽で彩る 2 日間。すべてのお客様にお楽しみいただけるコンサートをホテル 1F 

ロビーで開催します。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：12月 23日（日・祝）、24日（月・休）1 st ステージ：15:00～／ 2 nd ステージ：16:30～ 

■実施場所：メザニンロビー（1Ｆ） 各回 30分間 

 

＜12 月 23 日（日・祝）＞ 

金沢少年少女合唱団 【混声合唱】 

当ホテルの開業以来 20 年間クリスマスのステージをつとめ 

ている児童合唱団。小学生から大学生までの混声合唱でクリ 

スマス気分を盛り上げる曲をお届けします。 

www.geocities.jp/kanazawa_jc/syokai.html 

 

＜12 月 24 日（月・休）＞ 

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。 

www.facebook.com/Crystal-Beads-1392944747386859/ 

https://profile.ameba.jp/ameba/crystalbeads2016 

 

※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。 

 

【プロモーションに関するお問合せ先】 

セールス＆マーケティング部 マーケティング 045-411-1157（平日 9:30～18:00） 

クリスマス特設サイト www.yokohamabay-sheraton.co.jp/event/sheraton_christmas_2018.php 

https://www.facebook.com/Crystal-Beads-1392944747386859/
https://profile.ameba.jp/ameba/crystalbeads2016
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■クリスマスステイプラン 2018 
 

煌めく夜景を眺めながらレストランで特別ディナーコース、またはお部屋でゆっくりインルームダ

イニングをお楽しみいただくプランをご用意しました。 

 

フレンチ「ベイ・ビュー」クリスマスディナープラン 

■ 期間： 12 月 22 日（土）～24 日（月・休）3 日間 

■ 内容： 1 泊 2 食付 ラグジュアリーフロアー（20Ｆ～23Ｆ）ツイン又はキング 

     フレンチ「ベイ・ビュー」クリスマスディナー ワンドリンク付き 

■ 料金： 1 室 1 名様 ￥89,000～ 

 

 

インルームダイニング クリスマスディナープラン 

■ 期間： 12 月 22 日（土）～25 日（火）4 日間 

■ 内容： 1 泊 2 食付 ラグジュアリーフロアー（20Ｆ～23Ｆ）ツイン又はキング 

ルームサービス ディナーコースとハーフシャンパンボトル 1 本 

■ 料金： 1 室 1 名様 ￥60,000～88,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

■備考 

 ※最新の情報はホテル公式ホームページにて案内しております。 

※表示料金はサービス料 10％・税金を含みます。 

 ※仕入れの状況により、一部料理内容の変更または盛り付け等が変わる場合があります。 

 ※写真はすべてイメージです。 

 

 

 

 

 

 

【宿泊に関するご予約・お問合せ】 

宿泊予約：045-411-1133 （9：00～20：00） 

クリスマス特設サイトwww.yokohamabay-sheraton.co.jp/event/sheraton_christmas_2018.php 

クリスマス宿泊プラン 

ツインルーム（イメージ） 

 



 

- 10 - 

 

 

今年は、12月 22日（土）に「杏里 クリスマスディナーライブ 2018」、12月 23 日（日・祝）に

は「岩崎宏美ディナーショー2018」を開催いたします。エンターテイメントと共にお楽しみいただく

お料理は、当ホテルエグゼクティブシェフ 磯貝徹が腕をふるい、洗練されたフレンチコースをご提

供いたします。 

■杏里 クリスマスディナーライブ 2018】 
 

■日時： 12 月 22 日（土） 

■時間： 【第 1 部】受付 14:30～ お食事 15:00～ ライブ 16:30～17:30 

    【第 2 部】受付 18:30～ お食事 19:00～ ライブ 20:30～21:30 

■会場： 大宴会場「日輪」5F  

■発売： オンライン/ 電話 /チケットぴあ/イープラスにて販売中 

■料金： お一人様￥32,000【全席指定】※税金・サービス料込 

■早期予約特典： 9 月 30 日（日）までのご予約 お一人様￥31,000 
 

 

■岩崎宏美クリスマスディナーショー 2018】 
 

■日時： 12 月 23 日（日・祝） 

■時間： 【第 1 部】受付 14:30～ お食事 15:00～ ライブ 16:30～17:30 

    【第 2 部】受付 18:30～ お食事 19:00～ ライブ 20:30～21:30 

■会場： 大宴会場「日輪」5F  

■発売： オンライン/ 電話 /チケットぴあ/イープラスにて販売中 

■料金： お一人様￥34,000【全席指定】※税金・サービス料込 

■早期予約特典：9 月 30 日（日）までのご予約 お一人様￥33,000 

 
 

【ディナーライブ＆ショーに関するご予約・お問合せ】 

宴会予約：045-411-1126 （10:00～19:00） 

オンライン予約 www.yokohamabay-sheraton.co.jp/event/ 

 
 

おかげさまで開業 20周年 

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、2018 年 9 月 24 日(月・祝)に開業 20 周年を迎えました。2018 年 4 月 1 日(日)

～2019 年 3 月 31 日(日)までを開業 20 周年記念期間とし、感謝の気持ちを込めた様々な催事企画や宿泊プラン、レストラ

ンプラン、ウエディングプランなどをご用意いたします。 

 

シェラトンホテル＆リゾートについて 
マリオット・インターナショナルが展開するブランドであるシェラトンは、世界 70 の国と地域に 450 軒以上のホテルでお

客様が旅を最大限に楽しむお手伝いをしています。革新的な体験、独自のデザイン、多角的なマーケティング、そしてサ

ービスの強化などを今後も充実させ、ブランドの価値を高めてまいります。また、業界での受賞歴もあるロイヤリティ・

プログラム、スターウッドプリファードゲスト®プログラムに参加しております。会員の皆様は、ご自身のアカウントをマ

リオット リワード®(ザ・リッツ・カールトン・リワード®を含む)と members.marriott.com よりリンクでき、エリートス

テータスのマッチングやポイント移行を無制限に行えます。詳しい情報は、www.sheraton.com、Facebook、または

Twitter、Instagramにてご覧ください。 

 
マリオット・インターナショナルについて 
マリオット・インターナショナルは、米国 メリーランド州ベセスダに本社をおき、現在 124 の国と地域に、30 のブラン

ド、6,100 軒以上のホテルを擁する企業です。ホテルの運営、フランチャイズ事業、バケーション・オーナーシップ・リ

ゾートのライセンス事業を全世界で展開しています。また、多くの受賞歴を誇るロイヤリティ・プログラム「マリオット 

リワード®（ザ・リッツ・カールトン リワード®を含む）」と「スターウッド プリファード ゲスト®」の運営を行ってお

ります。詳しい情報、ご予約は www.marriott.com を、最新の企業ニュースは www.marriottnewscenter.com をご覧くださ

い。Facebook、Twitter、Instagram（@MarriottIntl）でも情報発信しております。 

クリスマスディナーライブ＆ショー 2018 


