
 

 

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 

220-8501 神奈川県横浜市西区北幸1-3-23 T 045 411 1111 F 045 411 1343 
URL：www.marriott.co.jp/hotels/travel/tyoys-yokohama-bay-sheraton-hotel-and-towers/ 

FB：www.facebook.com/YokohamaBaySheraton 
TW：twitter.com/yokohamsherat Instagram：www.instagram.com/sheratonyokohama/ 

Wedding Instagram：www.instagram.com/sheratonyokohamaweddings LINE ID： sheratonyokohama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、ラウンジ「シーウインド」で人気のアフタヌーンティ

ーをバレンタインスタイルにアレンジした「アフタヌーンティー ～バレンタイン～」を 2 月１日

（火）から２月 14 日（月）の期間限定で販売いたします。 

 

バレンタイン限定のアフタヌーンティーセットをプライベートな空間で時間を気にせず、横浜の景

色を眺めながらゆっくり過ごされたい方にぴったりな宿泊プラン「お部屋でアフタヌーンティー ～バ

レンタイン～」。一人 1 台お部屋にお届けするハイティーセットの上段には、バレンタインらしくハ

ートがデコレーションされた“苺のチョコレートショートケーキ”や、かわいらしい“苺のマカロン”な

ど、食べごろの真っ赤な苺をふんだんに使用したエグゼクティブペストリーシェフこだわりのスイー

ツを 5 種類ご用意いたしました。中段には濃厚なクロテッドクリームとストロベリージャムとの相性

が抜群な焼きたての“スコーン”、下段には“モッツアレラチーズとトマトとオリーブのキッシュ”や“ド

ライストロベリーと生ハムのブルスケッタ”など、個性あふれるセイボリーが勢ぞろい。ドイツの老

舗紅茶メーカー「ロンネフェルト」の紅茶や、各種コーヒー等、バリエーション豊かなお飲み物はも

ちろん、華やかな味わいのロゼスパークリングワインのハーフボトルも 1 本ご用意。ゆったりとした

時間が流れる中、優雅なホテルステイをお楽しみいただけます。また、翌朝のご朝食はルームサービ

スに変更可能です。デートにはもちろん、女子会やご家族、大切な人と穏やかなひとときをお過ごし

いただけること間違いなしの宿泊プランです。 

 

天井が高く開放的かつ贅沢なホテルの雰囲気を楽しまれたい方は、洗練されたインテリアが心地よ

いラウンジ「シーウインド」にてアフタヌーンティーセットをお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 

お部屋で安心おこもりバレンタイン 華やか"旬"スイーツとセイボリーを満喫 

「お部屋でアフタヌーンティー ～バレンタイン～」 

2 月 1 日（火）より販売開始 

2022 年 1 月 21 日 

 

バレンタイン限定アフタヌーンティーセット(１名様分) 

 



 

  

 

【バレンタイン限定アフタヌーンティーメニュー】 

 

■3 段のハイティースタンド 

 

【上段】 

苺のチョコレートショートケーキ  

苺のパンナコッタ 

ストロベリータルト 

苺のエクレア 

苺のマカロンストロベリーショートケーキ 

 

【中段】 

プレーンスコーン 

ストロベリースコーン 

 

【下段】 

ブルスケッタ 2 種 

 ①ドライストロベリーと生ハム 

 ②スモークサーモン 

モッツァレラチーズとトマト、オリーブのキッシュ 

カポナータと豆の煮込み 

 

 

 

 

■お飲物 

 

紅茶：＜ロンネフェルトティー＞  

・ダージリンサマーゴールド 

・イングリッシュブレックファースト 

・アールグレイ  

・ジャスミンゴールド 

・フルーティカモミール 

・ルイボスクリームオレンジ 

・スイートベリーズ 

・アッサムバリ アイリッシュブレックファースト 

・アーユルヴェーダハーブ＆ジンジャー 

・ストロベリーフィールド 

 

・アイスティー 

 

コーヒー： 

・ブレンドコーヒー 

・カフェインレスコーヒー 

・アメリカン 

・カフェオレ（hot or ice） 

・アイスコーヒー 

 

 

ロゼスパークリングワイン 1 本（ハーフボトル） 

 

ホテルならではの上質なオリジナルセイボリー 

 

ハートがあしらわれたバレンタイン限定スイーツ 

 

お好みで飲みかえ可能なロンネフェルトティー 

 

ご宿泊特典 ロゼスパークリングワイン 

 



 

  

 

 

【お部屋でアフタヌーンティー ～バレンタイン～ 概要】 
 
■期 間：2022 年 2 月 1 日（火）～2 月 14 日（月） 

■内 容：バレンタイン限定のアフタヌーンティーセットをお部屋へお届けいたします 

■ご朝食：オールデイブッフェ「コンパス」またはルームサービス 

■料 金：1 泊アフタヌーンティー、朝食付きプラン 17,642 円～  

     ※1 室 2 名様ご利用時の 1 名様料金です。 

■特 典：ロゼスパークリングワイン（ハーフボトル） １室１本 

    

 

 

 

【ラウンジ「シーウインド」 
アフタヌーンティー ～バレンタイン～ 概要】 
 

■場 所：ラウンジ「シーウインド」／2F 

■期 間：2022 年 2 月 1 日（火） 

～ 2 月 14 日（月） 

■時 間：12:00～20:00 19:30（LO） 

     2 時間 30 分制 

■料 金：お 1 人様 5,200 円（税込み）   

 

 

 

 

 

 

※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ございます。 

※記載の料金には、サービス料・消費税が含まれます。 

※写真はイメージです。 

 

【お客様からのご予約・お問合せ】 

●宿泊予約直通：045-411-1133（9：00-20：00）reservation@ybsh.jp 

宿泊プランページ 

https://www.marriott.co.jp/hotels/hotel-deals/tyoys-yokohama-bay-sheraton-hotel-and-towers/ 

 

●レストラン総合予約 045-411-1188 (10：00～19：00） 

https://portal.marriott.com/tyoys-yokohama-bay-sheraton-hotel-and-towers-dining/lounge-

seawind 

お部屋で過ごすおこもりバレンタイン 

 

横浜の夜景が美しい広々とした客室 

 

大きな窓がある開放的なラウンジ「シーウインド」 

 

mailto:reservation@ybsh.jp
https://www.marriott.co.jp/hotels/hotel-deals/tyoys-yokohama-bay-sheraton-hotel-and-towers/
https://portal.marriott.com/tyoys-yokohama-bay-sheraton-hotel-and-towers-dining/lounge-seawind
https://portal.marriott.com/tyoys-yokohama-bay-sheraton-hotel-and-towers-dining/lounge-seawind


 

  

 

【ニューノーマルサービス】 

 

当ホテルでは、お客様および従業員の健康と安全を第一に考慮し、新たな時代と価値に順応した新サ

ービス“New Normal Service”を導入しております。最新の衛生管理基準に即したおもてなしにより、

皆さまの最高の笑顔をお約束いたします。 

 

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでの対策についてはホームページにてご案内しております。こ

ちらも併せてご確認ください。 

https://www.marriott.co.jp/hotels/hotel-information/details-2/tyoys-yokohama-bay-sheraton-

hotel-and-towers/ 

 
●パブリックスペースでの取り組み  
・各ホテル出入口、宴会場、化粧室等にアルコール消毒液を増設し、お客様が安心してご利用頂きや
すい環境整備に努めております。  
・ドアノブ、エレベーター内のボタンなど館内施設や設備備品の高頻度接触箇所につきましては、  
1時間毎にアルコール消毒液を使用し清掃しております。  
・お客さまの健康と安全ならびに公衆衛生を考慮し、全従業員はマスクを着用しております。  
・お客さまには各施設へご入場の際、検温を実施させていただき、37.5度以上の発熱が認められた場
合ご入場をお断りする場合がございます。  
・密閉空間を作らないため、施設内の換気量は神奈川県発令の規定を満たして稼働しております。 
 

●料理提供に関する対策 

・調理スタッフは、常時マスク及び衛生手袋を着用し作業しております。 

・衛生管理マニュアルに則り、調理器具は作業ごとに洗浄し、器具類は決められた清潔な場所で保管

しております。 

・コンディメント類は、個別にご用意いたしております。 

・従業員が使用するサービス用カウンター、調理用ワゴンなどの高頻度接触箇所は、1 時間ごとにア

ルコール消毒液を使用し清掃しております。 

 

●ドリンク提供に関する対策 

・ドリンク対応スタッフは、常時マスクを着用し作業いたしております。 

・グラス類は、衛生管理マニュアルに則り、管理を行っております。 

 

●当ホテル内の全レストラン・バーにつきましては、新型コロナウイルス感染防止対策に取り組む店

舗・施設として神奈川県へ登録され「感染防止対策取組書」を店頭に掲示するとともに、「神奈川

県 LINE コロナお知らせシステム」も導入しています。 

 

 

 

 

 

 

入店時の消毒・検温・接触・飛沫感染予防に関する対策 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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ホテル＆リゾートは、世界の 70 カ国以上に及ぶ国

と地域に展開する 440 軒以上のホテルで、ゲスト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、多岐にわたるチャンネルによるマーケティング、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。詳細は http://www.sheraton.com または、Facebook や Twitter(@sheratonhotels)、

Instagram(@sheratonhotels)をご覧ください。シェラトンは、マリオット・インターナショナルのグローバル・トラベ

ル・プログラムである Marriott Bonvoy™（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoy は会員の皆さま

に並外れたグローバルブランドポートフォリオや Marriott Bonvoy Moments での体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポ

イントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳

細については、MarriottBonvoy.marriott.com をご覧ください。 

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（NASDAQ: MAR、本社： 米国メリーランド州ベセスダ）は、133 カ国・地域に 30 の

ブランド、 合わせて 7,600 軒以上の宿泊施設を擁するホスピタリティ企業です。世界中でホテルの運営およびフランチャ

イズや、リ ゾートのオーナーシップ・プログラムを展開しています。当社は、受賞歴を誇る旅行プログラム、Marriott 

Bonvoy™ （マリオット ボンヴォイ）を提供しています。詳しい情報は、www.marriott.com をご覧ください。また最新の

企業ニュースは、www.marriottnewscenter.com をご覧ください。Facebook や@MarriottIntl にて Twitter と Instagram

でも情報発信しています。 

Marriott Bonvoy について 

マリオット・インターナショナルのトラベルプログラム、Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ） は、当社の持つ 30

のホテルブランドおよびホームレンタルサービスであるホーム＆ヴィラ・バイ・マリオット・インターナショナルでご利

用いただけます。会員の皆様は、滞在ごとにポイントの獲得や交換が可能で、アメリカン・エキスプレスと提携したクレ

ジットカードをご利用いただくとより早くポイントを貯めることができます。当プログラムは、会員限定体験やデスティ

ネーションツアーのほか、Marriott Bonvoy Moments（マリオット ボンヴォイ モーメンツ）にてアドベンチャーの数々を

提供しています。会員の方が Marriott.com で直接ご予約いただくと、無料の高速 Wi-Fi 接続や会員限定の特別料金をご利

用いただけるほか、マリオットのモバイルアプリでは、モバイルチェックイン＆チェックアウト、モバイルリクエスト、

また一部のホテルではモバイルキーがご利用いただけます。Marriott Bonvoy への無料会員登録やプログラムについての詳

細は、MarriottBonvoy.marriott.com をご覧ください。Marriott Bonvoy アプリをダウンロードするには、https://mobile-

app.marriott.com/ja-jp にアクセスしてください。Facebook、Twitter、Instagram でも随時情報を発信しています。 
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