2017 年 6 月 8 日

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
カナダ産食材の魅力満載！「Canada

150

カナダフードフェア」開催

～オマール海老やサーモンから、三元豚までもカナダ産！？～

「エア・カナダで行く 往復航空券」が当たるキャンペーンも開催！
開催期間：2017 年 7 月 1 日（土）～7 月 31 日（月）
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、館内のレストランやショップ 7 店で、7 月 1 日（土）～
7 月 31 日（月）まで「Canada 150

カナダフードフェア」を開催し、期間中カナダの豊かな風土に

育まれた、魅力たっぷりの食材を使用したメニューをご用意いたします。
本フェアは 2015 年に引き続き 2 回目の開催で、7 月 1 日のカナダの建国記念日「カナダデー」の
お祝いに合わせて企画しています。今年は、オマール海老やサーモン、ビーフやメープルシロップな
どお馴染みのカナダ産食材に加え、カナダ産“ハーブ三元豚”も初登場。スカイラウンジ「ベイ・ビュ
ー」では「海の幸の盛り合わせ～カナダからの贈り物～」と題した新鮮な魚介類の盛り合わせ、オー
ルデイブッフェ「コンパス」では「パテシノワ」 ＊ 1 や「プーティン」 ＊ 2 などカナダの名物料理と、各
レストランやショップでカナダ食材を使用したオリジナルメニューをご用意し、お客様と一緒に建国
150 年をお祝いします。
また期間中、「エア・カナダで行く

日本発エコノミークラス往復航空券」が当たる「クイズに答えて

カナダへ行こう！」キャンペーンを実施いたします。クイズに解答していただいた方の中から抽選で 1 名
様に、「エア・カナダ往復航空券」をペアでプレゼントいたします。さらに、対象レストラン・ショップ
を 2 回または 2 店舗のご利用で、カナダの豪華賞品や館内レストランのディナーご招待券などが当たる
「W プレゼントキャンペーン」にもご応募いただけます。
※往復航空券：バンクーバー、トロントからお選びいただけます。

「コンパス」ブッフェ（イメージ）

「ベイ・ビュー」ディナー（イメージ）

キャンペーン（イメージ）

＊1：パテシノワ
ケベック州の家庭料理のひとつ。細かく切った野菜やひき肉の上にマッシュドポテトをたっぷりとのせ、オーブンで
焼いたもの。
＊2：プーティン
1950 年代にケベック州で誕生したと言われ、フライドポテトに肉汁から作られたグレイビーソースとチェダーチーズを
たっぷりかけた、ファーストフードのような人気料理。

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：http://www.yokohamabay-sheraton.co.jp ＦＢ：https://www.facebook.com/YokohamaBaySheraton
TW：https://twitter.com/yokohamsheraton Instagram：https://www.instagram.com/sheratonyokohama/

【「Canada 150

カナダフードフェア」概要】

◆ オールデイブッフェ「コンパス」（2F）
臨場感あふれるパフォーマンスメニューに「カナダ産 ハーブ三元豚のステーキ
クランベリーソース」、「焼きたてパンケーキ カナダ産メープルシロップと
ハチミツを添えて」をご用意いたします。その他、カナダケベック州の家庭
料理「パテシノワ」、カナダ名物料理「プーティン」など、魚介類やメープル
シロップなどをふんだんに使ったシェフこだわりのお料理をお楽しみいただけます。
■ 時 間：

【ランチ】

11：30～15：30

【ディナー】月～金

17：30～21：30

／

土

／日祝

17：00～21：30

17：00～21：20

※祝前日及び振替休日の前日は～21:30 までのご利用となります。
■ 料 金：

ランチ
月～金

ディナー
土日祝

月～金

大人

￥3,500

シニア（65歳以上）

￥3,200

小学生

￥1,700

￥1,900

￥2,200

￥2,400

￥850

￥950

￥1,100

￥1,200

4歳以上の未就学児

￥4,500

土日祝

￥3,900

￥4,200

￥4,900

■ 備 考： ご利用時間は110 分制となります。
記載の表示料金は税金込の料金です。サービス料は加算されません。

◆ スカイラウンジ「ベイ・ビュー」（28F）
【エレガンスランチ】
おすすめメニューとして、甘みと旨みが特徴のカナダビーフに合わせたチー
ズとベリーの濃厚なソースが特徴の「カナダ産ビーフのロースト ブルーチー
ズソースとシナモン風味のブルーベリーを添えて」をご用意いたします。
「エレガンスランチ」

【モダンフレンチディナー『港』】
前菜に、カナダ産のフレッシュなアトランティックサーモン、ボタン海老、
帆立やホッキ貝、ムール貝などをひと皿で存分にお楽しみいただける
「海の幸の盛り合わせ～カナダからの贈り物～」をご用意。カナダシーフード
のシンボルであるオマール海老は、燻製仕立てにし、エキスをたっぷりと
とったソースとお召し上がりいただけます。
「モダンフレンチディナー『港』」

■

時

間：

【ランチ】

■

料

金：

「エレガンスランチ」

11：30～14：30（LO）【ディナー】
月～金

￥3,960

「モダンフレンチディナー『港』」
■

備

考：

／

17：30～20：00（LO）

土日祝

￥4,510

￥14,300

同期間、『港』の他、『海』（￥8,800）や『風』（￥12,100）などのフレンチディナー
コースもご用意いたします。

◆ 鉄板焼「さがみ」（28F）]
【シェフ厳選ディナー 極上“山形牛”コース】
魚料理に、ボリュームのあるオマール海老とコクのあるソースがポイントの
「カナダ産オマール海老とワイルドライス アスパラガスのソテーとアメリ
ケーヌソース」を、デザートにはメープルシロップで軽く仕上げた「パンケ
ーキ」をご用意いたします。肉のキメが細かく、良質な脂質を持つ山形牛を
メインに前菜からデザートまで充実したコースをご堪能いただけます。
■

時

間：

月～土

■

料

金：

￥17,930

17：30～21：00（LO）

／

日祝

「シェフ厳選ディナー
極上“山形牛”コース」

17：30～20：00（LO）

◆ 中国料理「彩龍」(3F)
【カナダ産オマール海老をお好みの調理法で】
シェフおすすめの調理法は、香港で人気のXO醤炒め。干し海老など濃厚で
コクのあるソースと身のしっかりしたオマール海老との相性が抜群です。
■ 時 間： 【ランチ】
【ディナー】
■ 料 金：

月～金

11：00〜14：30（LO）

土日祝

11：00〜15：30（LO）

17：30〜20：30（LO）

￥3,520

「カナダ産オマール海老を
お好みの調理法で」

◆ ロビーラウンジ「シーウインド」（2F）
【ケーキセット】
卵黄をリッチに使用したふわふわのメープルシロップ風味の生地で、メー
プルシロップを使用したカスタードクリームと生クリームを巻いたシンプル
なロールケーキと、190年以上の歴史あるドイツの老舗紅茶メーカー「ロン
ネフェルト」の紅茶がセットになった「ケーキセット」をご用意いたします。
■
■

時
料

間： 9：00～21：00
金： ￥1,780

Maple Roll
～メープルロール～

◆ ペストリーショップ「ドーレ」 （B1F）
【Maple Roll～メープルロール～】
卵黄をリッチに使用したふわふわのメープルシロップ風味の生地で、メープル
シロップを使用したカスタードクリームと生クリームを巻いたシンプルな
ロールケーキです。
【メープルスコーン】
アフタヌーンティーに欠かせない人気のスコーンを、メープルシュガーを使用
した、香り高い「メープルスコーン」でご用意いたします。
■

時

間：

10：00～20：00

「メープルスコーン」

■

料

金：

「Maple Roll～メープルロール～」

：￥2,500

「メープルスコーン」： ￥184
■

備

◆

考：

記載の表示料金は税金込の料金です。

バー「ベイ・ウエスト」（3F）

【Canadian Tart（カナディアン タルト）】
豊かな香りと、コクのあるなめらかさが印象的な日本限定発売の「カナディアン
クラブ ブラックラベル」をベースに、カナダ特産のメープルシロップで甘い
タルトをイメージしたカクテルです。
■

時

間：

月～土

■

料

金：

￥1,760

17：00〜23：30

／

土日祝

17：00〜22：30
「Canadian Tart
カナディアン タルト」

≪備考≫
※仕入れの状況により、一部料理内容の変更、また内容・盛り付け等が変わる場合がございますので予め
ご了承ください。
※最新の情報は、ホテル公式 ホームページにてご案内しております。
※特に記載のない限り、記載料金はいずれもサービス料込み、税金別となっております。
【ご予約・お問合せ】
レストラン総合予約
オンライン予約

045-411-1188 （10：00～19：00）

http://www.yokohamabay-sheraton.co.jp/restaurant_bar/

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
キャンペーン情報

「Canada150 カナダフードフェア」開催記念
『クイズに答えてカナダへ行こう！』開催！
＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
「Canada150 カナダフードフェア」の開催を記念して、「クイズに答えてカナダへ行こう！」キャンペ
ーンを実施いたします。7月1日（土）から7月31日（月）までの期間、クイズに解答いただいた方の中か
ら抽選で1名様に、「エア・カナダで行く

日本発エコノミークラス往復航空券」をペアでプレゼントい

たします。
【クイズ内容】
カナダは今年、建国●●●周年

【「Canada150 カナダフードフェア」開催記念 『クイズに答えてカナダへ行こう！』実施概要】
■ 実 施 期 間 ： 2017年7月1日（土）10：00～7月31日（月）23：59
■賞

金 ： エア・カナダで行く

日本発エコノミークラス往復航空券

1組2名様

※下記渡航先から選択
（渡航時期により直行便または経由便のご利用となります）
1. バンクーバー
2. トロント
■ 応 募 方 法 ： 当ホテルホームページ内のキャンペーンサイトにアクセスし、
応募フォームに必要事項をご入力のうえ、クイズに解答して
応募いただけます。
キャンペーンサイト

URL：http://www.yokohamabay-sheraton.co.jp/event/

※サイトのオープンは7月1日（土）10：00となります。
■協

賛 ： エア・カナダ

■後

援 ： カナダ大使館、在日カナダ・ブリティッシュ・コロンビア州政府事務所、
ブリティッシュ・コロンビア州観光局、カナダビーフ国際機構、
カナダポーク・インターナショナル、ケベック・メープル製品生産者協会

■当 選 発 表 ： ご当選者様には、当ホテルより8月上旬にご連絡させていただきます。
■応募上の注意：
・ご応募はお一人様1回限りとさせていただきます。複数応募いただきましても当選対象は1回のみとなります。
・20歳未満の方は応募いただけません。
※その他、注意事項の詳細はキャンペーンサイトをご参照ください。

【Wプレゼントキャンペーン】
カナダフェア期間中、対象レストラン・ショップを2回または2店舗のご利用で、Ｗプレゼントキャンペ
ーンにご応募いただけます。
■期

間： 2017年7月1日（土）～7月31日（月）

■対象レストラン： スカイラウンジ「ベイ・ビュー」、鉄板焼「さがみ」、中国料理「彩龍」、
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」、
ペストリーショップ「ドーレ」、バー「ベイ・ウエスト」

■賞

品： スカイラウンジ「ベイ・ビュー」
中国料理「彩龍」

「ペアディナーご招待券」 1組様

「ペアディナーご招待券」 1組様

オールデイブッフェ「コンパス」

「ペアディナーご招待券」 1組様

ケベックメープル製品生産者協会協賛 「メープルレシピブック等4冊セット」 5名様
エア・カナダ協賛 「クオカード」

10名様

カナダ大使館協賛

「カナダロゴ入りコットントートバック」 10名様

カナダ大使館協賛

「カナダを味わう特製レシピ」 10名様

カナダポーク・インターナショナル協賛 「クラッチバック、バターナイフ」 10名様
カナダビーフ国際機構協賛 「ランチボックス」 30名様

「カナダロゴ入り
コットントートバック」

「クラッチバック、バターナイフ」

「ランチボックス」

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、110 か国以上に 5,700 以上のホテルを擁する世界最大のホテル企業
です。マリオットは、次の 30 のブランド名で、ホテルの運営、フランチャイズ、バケーション・オーナーシップ・リゾートのライセンスを行っています：「ブ
ルガリ・ホテル＆リゾート（Bulgari Hotels and Resorts®）」、「ザ・リッツ・カールトンおよびザ・リッツカールトン・リザーブ（The Ritz-Carlton® and
The Ritz-Carlton Reserve®）」、「セント レジス（St. Regis®）」、「W ホテル（W®）」、「エディション・ホテル（EDITION®）」、「JW マリオット（JW
Marriott®）」、「ラグジュアリー コレクションホテル（The Luxury Collection®）」、「マリオット・ホテル（Marriott Hotels®）」、「ウェスティン（Westin®）」、
「ル メリディアン（Le Méridien®）」、「ルネッサンス・ホテル（Renaissance® Hotels）」、「シェラトン（Sheraton®）」、「デルタ・ホテル・バイ・マリオット
（Delta Hotels by MarriottSM）」、「マリオット・エグゼクティブ・アパートメント（Marriott Executive Apartments®）」、「マリオット・バケーションクラブ
（ Marriott Vacation Club®）」、「オートグラフコレクション・ホテル（ Autograph Collection® Hotels）」、「トリビュート ポートフォリオ（ Tribute
Portfolio™）」、「デザインホテル（Design Hotels™）」、「ゲロード・ホテル（Gaylord Hotels®）」、「コートヤード（Courtyard®）」、「フォーポイント バイ
シェラトン（Four Points® by Sheraton）」、「スプリングヒル・スイート（SpringHill Suites®）」、「フェアフィールド・イン＆スイート（Fairfield Inn &
Suites®）」、「レジデンス・イン（Residence Inn®）」、「タウンプレース・スイート（TownePlace Suites®）」、「AC ホテル・バイ・マリオット（AC Hotels
by Marriott®）」、「アロフト（Aloft®）」、「エレメント（Element®）」、「モクシー・ホテル（Moxy Hotels®）」、「プロテア・ホテル（Protea Hotels by
Marriott®）」。また、同社は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」を運営しています。詳しい情報、予約は www.marriott.com を、最新の企業ニュースは www.marriottnewscenter.com およびツ
イッター（@MarriottIntl）をご覧下さい。

