2015 年 4 月 21 日

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
「横浜フランス月間 2015」参加企画

◆スカイラウンジ「ベイ・ビュー」で
『モダンフレンチディナー』
◆女性のためのセンスアップ講座「Sheraton Trinity Club」で
『旬の野菜を使って、南仏・プロヴァンス料理を作りましょう』
～フランスの食の魅力を再発見！～

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、日本で唯一のフランス文化と食の祭典「横浜フラ
ンス月間 2015」参加企画として、スカイラウンジ「ベイ・ビュー」では、『モダンフレンチディナ
ー』を、また女性のためのセンスアップ講座「Sheraton Trinity Club」（シェラトン トリニティクラブ）
では『旬の野菜を使って、南仏・プロヴァンス料理を作りましょう』を開催いたします。
「横浜フランス月間」は、2005 年に横浜市の主導により始まった
日本で唯一のフランス文化、美食の祭典です。今年は、5 月末～7 月
中旬まで横浜市内の随所で、コンサート、ダンス公演、映画、展覧会、
美食セミナーなどが開催されます。当ホテルでも、国際色豊かな横浜
の魅力をさらに多くの方にお伝えしようと、同イベントに参加するこ
ととなりました。

「横浜フランス月間」ロゴマーク

当ホテルでの「横浜フランス月間 2015」のテーマは、横浜の姉妹都市でもある「リヨン」。「ベイ・
ビュー」では、『モダンフレンチディナー』と題して、リヨンを代表する魚料理「クネル」や、リヨン
風ソースを添えた肉料理など、リヨンの伝統的料理を織り込んだメニューをご用意します。また
「Sheraton Trinity Club」では、旬を迎える夏野菜を使用し、ラタトゥイユやニース風サラダなど、ご
家庭でも気軽に楽しめる南仏の伝統的料理“プロヴァンス料理”のレシピをわかりやすくレクチャー
いたします。

スカイラウンジ「ベイ・ビュー」
『モダンフレンチディナー』
（イメージ）
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横浜フランス月間 2015
■スカイラウンジ「ベイ・ビュー」（28F）

参加企画概要
『モダンフレンチディナー』

最上階から煌めく夜景と、エンターティナーの生演奏がお楽しみいただける「ベイ・ビュー」では、
『モダンフレンチディナー』と題し、横浜市と姉妹都市提携を結んでいる、フランス第 2 の都市で
あり“美食の郷”と言われる“リヨン”の伝統的な料理を織り込んだ全 9 品をご用意いたします。
魚料理にはスズキと帆立を使いリヨンを代表する魚料理“クネル”を、肉料理の黒毛和牛フィレ肉の
ポワレは、炒めた玉ねぎのコクを加えたリヨン風ソースでお召し上がりいただきます。
期 間： 2015 年 6 月 1 日（月）～6 月 30 日（火）
時 間： 平日 17:30～21:00（ラストオーダー）／ 土日祝
料 金：『港』\14,300 （サービス料込、消費税別）
メニュー内容：

17:30～20:00（ラストオーダー）

・オマール海老のブランマンジェ アスパラガスのクリームソース
フランス産キャビアを添えて
・フランス産フォアグラのポワレ ソースペリグー
・平目のポワレとリヨン風クネル シャンパン風味ソースとアメリケーヌソース
・ライムのグラニテ
・黒毛和牛フィレ肉のポワレ リヨン風ソース ジロール茸のフリカッセ添え
・アバンデセール
・季節のガトー プラッターサービス

※同期間、『港』の他、『海』（\8,800）や『風』（\12,100）などの
フレンチディナーをご用意いたします。（料金は、サービス料込、消費税別）

【ご予約・お問合せ】
レストラン総合予約 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）
オンライン予約 http://www.yokohamabay-sheraton.co.jp/restaurant_bar/
■第86回「Sheraton

Trinity Club」

『旬の野菜を使って、南仏・プロヴァンス料理を作りましょう』
色、香り、味で食す人を魅了する、フランス南部の伝統的な料理“プロヴァンス料理”。今回は、赤見
洋食総料理長による、南仏ならではの色鮮やかでヘルシーな料理セミナーを開催いたします。旬を迎
える夏野菜、ニンニク、オリーブなどを使った煮込み料理“ラタトゥイユ”をさらにアレンジしたレシ
ピや、ニース風サラダなど、ご家庭でも気軽に楽しめる本格的なプロヴァンス料理のレシピをレクチャ
ーいたします。
開催日時：2015 年 6 月 17 日（水）
＜レッスン＞ 11:30～12:30
場
所：マンハッタン ルーム（28F）
人
数：30 名
料
金：\7,000 （食事・セミナー・サービス料・税金込）
講師プロフィール：

赤見

雅宣

あかみ

まさのぶ

―洋食総料理長―
1976 年帝国ホテル入社。
料理長を歴任後、2003 年当ホテ
ル洋食料理長、2011 年洋食総料
理長となり現在に至る。
（社）全日本司厨士協会神奈川
県本部副会長等、各団体役職
も務める。

【ご予約・お問合せ】 Sheraton Trinity Club事務局直通

＜食事＞

12:40～14:00

「Sheraton Trinity Club」とは？
女性のためのセンスアップ講座。
2 カ月に 1 回「美（Beauty）」、「健康
（Health）」、「知性（Intellect）」が磨か
れるプログラムを多彩なジャンルからお届
けしております。ゆったりとしたホテルの
雰囲気の中で、くつろぎながら新しい知の
発見をお愉しみいただけます。
※会員制ではありません。
※女性限定／完全予約制のカルチャークラ
ブです。

045-411-1170 （平日

9:15～18:00）

（同時開催）

■スカイラウンジ「ベイ・ビュー」（28F）
『カレラワイン・カンパニープレミアムディナー』
フランスの食卓では、メニューの数だけ揃えられるワイン。フランスのワインに魅せられ、フラン
スから苗木を持ち帰り、カリフォルニアで「カリフォルニアのロマネ・コンティ」とも言われる銘
醸ワインを完成させた、アメリカ・カリフォルニア州のカレラワインカンパニーから、選りすぐり
のワインを揃えました。洋食総料理長 赤見雅宣によるフランス料理フルコースのマリアージュを
お楽しみいただきます。
日時：2015 年 6 月 21 日（日）
18:30～21:30（会場/18:00～）
料金：￥25,000 （サービス料・税金込）
場所：マンハッタン ルーム（28F）
内容：洋食総料理長 赤見によるフランス料理フルコースに合わせ、
「ジョセフ ペリエ キュヴロワイヤル ブリュット NV 」
（シャンパン）から、シャルドネの白ワインピノノワールの
赤ワインなど銘醸ワインをお召し上がりいただきます。
カレラワインカンパニー
ワインイメージ

※カレラワインカンパニーとは
アメリカ・カリフォルニア州にあるワイナリー。
オーナーのジョシュ・ジェンセン氏は、フランス・ブルゴーニュに渡り、
世界最高のワインを産み出すドメーヌ・ド・ラ・ロマネ・コンティの
栽培と、ドメーヌ・デュジャックで醸造の修行を積みました。
カリフォルニアに戻る際にロマネ・コンティの苗木を持って帰り植えた
というエピソードも有名な話です。カレラが「カリフォルニアのロマネ・
コンティ」と呼ばれるゆえんがここにあります。
カレラワインカンパニー

【ご予約・お問合せ】
ジョシュ・ジェンセン氏
レストラン総合予約 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）

オーナー

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 をご覧ください。

