2017 年 8 月 24 日

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ

開業 19 周年記念 アニバーサリーメニュー
ご愛顧いただいているみなさまに、19 年の感謝の気持ちを込めて
料理長厳選の秋の豪華食材を期間限定特別メニューでご提供

2017 年 8 月 31 日（木）～10 月 31 日（火）
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、開業 19 周年を記念し、ご愛顧いただいているお客様
への感謝の気持ちを込めて、キャビア・フォアグラ・トリュフ・鮑・伊勢海老など厳選した旬の
食材をふんだんに使用した特別メニューを館内７店舗にて 8 月 31 日（木）～ 10 月 31 日（火）の
期間ご提供いたします。
当ホテルは 1998 年に開業し、今年 9 月 24 日（日）に 19 周年を迎えます。これを記念して、ス
カイラウンジ「ベイ・ビュー」ではキャビア・フォアグラ・トリュフなどの豪華食材を織り込ん
だフルコースを、日本料理「木の花」では鱧・松茸・伊勢海老を使用した特別会席をご用意。い
ずれも、19 周年にちなんで「19,000 円*」でご提供いたします。
*「ベイ・ビュー」はサービス料込・税金別、「木の花」はサービス料・税金込価格です。
鉄板焼「さがみ」では神戸牛と米沢牛の食べ比べと伊勢海老・鮑・松茸を使用した特別 料理
を、中国料理「彩龍」では鮑や伊勢海老など豪華食材を使用した 3 種のメニューからメインディ
ッシュを選べる特別コースをご用意。オールデイブッフェ「コンパス」では「松茸と白身魚の紙
包み蒸し」や「黒毛和牛のローストビーフ」などの豪華メニューをブッフェスタイルでお楽しみいた
だけます。ロビーラウンジ「シーウインド」とペストリーショップ「ドーレ」では、期間限定のスイ
ーツをご提供いたします。
そのほか、5つのレストランにてランチメニュー（1ドリンク付）を19％OFF*の特別割引価格でご提
供する「開業19周年記念 WEB予約ランチプラン“19”」や、9・10月の各月先着19組様にご婚礼総額
より19万円割引する「開業19周年記念 ウエディングスペシャルオファー」を実施いたします。

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/

◆スカイラウンジ「ベイ・ビュー」（28F）

『開業 19 周年記念ディナー』
開業 19 周年を記念して“美食の秋”にふさわしい
豪華食材を織り込んだ期間限定のディナーコース
をご提供します。世界三大珍味の“キャビア”
“フォアグラ”“トリュフ”や鮑・黒毛和牛の
フィレ肉など、贅を尽くしたフルコースをご用意
いたします。
■期 間：
■時 間：
■料 金：

2017 年 9 月 1 日（金）～9 月 30 日（土）
17:30～20:00（LO）
￥19,000 ※サービス料込、税金別

イメージ

◆日本料理「木の花」（8F）

『開業 19 周年記念 富田料理長特別会席』
月の光に秋の風情を楽しむ長月、開業19周年の感謝を
込めて“鱧の松茸土瓶蒸し”“伊勢海老組造り”など
富田料理長が厳選した秋の味覚や豪華食材をふんだん
に織り込み、実りの秋にふさわしく艶やかに盛り付け
た特別会席をご用意いたします。
■期
■時

間： 2017 年 8 月 31 日（木）～10 月 25 日（水）
間： 〔ディナー〕17:30～21:00（LO）/月～土
〔ディナー〕17:30～20:30（LO）/日・祝
■料 金： ￥19,000 ※サービス料、税金込
■備 考： 仕入れの状況により、一部料理内容の変更、

イメージ
イメージ

または盛り付け等が変わる場合がございます。

◆鉄板焼「さがみ」（28F）

『開業 19 周年記念 限定ディナー“極味（きわみ）”』
日本が誇る和牛の代表ともいえる「神戸牛」と、
伝統の味わいと美味をあわせもつ類い稀な牛肉
「米沢牛」の食べ比べをメインにご用意いたします。
さらに、伊勢海老や鮑、キャビア、トリュフ、松茸
など贅を尽くしたお料理をお楽しみいただけます。
■期 間： 2017 年 9 月 1 日（金）～10 月 31 日（火）
■時 間： 17:30～21:00（LO）/月～土
17:30～20:00（LO）/日・祝
■料 金： ￥50,000 ※サービス料、税金込

イメージ

◆中国料理「彩龍」（3F）

『開業 19 周年記念 プレミアムコース』
料理長厳選の豪華食材のメインディッシュを「吉浜産
50 頭干し鮑煮込み」「濃厚スープの乾物の姿煮」「伊勢
海老と帆立貝の塩味炒め」の 3 種よりお選びいただける
特別コースをご用意いたします。
■期
■時
■時

間： 2017 年 9 月 1 日（金）～10 月 31 日（火）
間： 【 ラ ン チ 】 11:00～14:30（LO）/月～金
間： 【 ラ ン チ 】 11:00～15:30（LO）/土・日・祝
【ディナー】 17:30～20:30（LO）
■料 金： ￥14,300 ※サービス料込、税金別
イメージ

◆オールデイブッフェ「コンパス」（2F）

『開業 19 周年記念 ブッフェ』
「松茸と白身魚の紙包み蒸し」「塩こうじでマリネした
チキンのロースト 和梨のソース」など秋の味覚を使用し
たメニューを約 50 種類ご用意。「天ぷら」「担々麺」は目
の前で調理して出来立てを、「黒毛和牛のローストビーフ」
はシェフによるカッティングパフォーマンスでご提供します。
■期
■時
■時
■時
■時

間： 2017 年 9 月 1 日（金）～9 月 30 日（土）
間： 【ラ ン チ 】 11:30～15:30（110 分制）
間： 【ディナー】 17:30～21:30/月～金（110 分制）
間： 【ディナー】 17:00～21:30/土
イメージ
間： 【ディナー】 17:00～21:20/日・祝
※祝前日及び振替休日の前日は～21:30 となります。
■料 金：
ランチ
ディナー
平日
土日祝
平日
土日祝
大人
￥3,500
￥3,900
￥4,500
￥4,900
シニア（65 歳以上） ￥3,200
￥3,900
￥4,200
￥4,900
小学生
￥1,700
￥1,900
￥2,200
￥2,400
4 歳以上の未就学児 ￥850
￥950
￥1,200
￥1,100
※税金込、サービス料なし
■備 考： 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。

◆ロビーラウンジ「シーウインド」（2F）

『福岡県産無花果“とよみつひめ”のスムージー』
福岡県産のいちじく“とよみつひめ”とバナナのなめら
かで濃厚、かつ優しい味わいをスムージーとして仕上げま
した。ビタミン、鉄分、食物繊維、カルシウムなどを多く
含む栄養の宝庫といわれる“いちじく”を存分にお楽しみ
いただけます。
■期 間：
■時 間：
■料 金：

2017 年 9 月 1 日（金）～9 月 30 日（土）
9:00～21:00
￥1,650 ※サービス料込、税金別
イメージ

◆ペストリーショップ「ドーレ」（B1F）

『Anniversaire-アニヴェルセル-』（￥3,500 税込）
開業月を記念し、ブーケをイメージした華やかな仕上がり
のケーキをご用意。ローズがほのかに香るケークにはフレッ
シュのフランボワーズを入れ、デコレーションにはフランボ
ワーズのジュレとチーズクリームを使用。甘みの中にも程よ
い酸味の効いた一品です。

『カスタニアンプルンダー』（￥302 税込）
秋の味覚を代表する「栗」をクリームとトッピングに贅沢
に使用したデニッシュです。サクサクとした生地の食感と濃
厚な栗の甘みのクリームをご堪能いただけます。
■期
■時

間： 2017 年 9 月 1 日（金）～9 月 30 日（土）
間： 8:00～20:00/月～金 、10:00～20:00/土・日・祝
イメージ

開業19周年記念 WEB予約ランチプラン“19”
開業19周年を記念して、ホテル内5つのレストランで人気のランチメニュー（1ドリンク付）を19％
OFF*の特別割引価格でご提供する「開業19周年記念 WEB予約ランチプラン“19”」を開業月の1ヶ月
間、平日限定で開催いたします。

*最大19％相当の割引となります。

◆スカイラウンジ「ベイ・ビュー」

◆日本料理「木の花」

『エレガンスランチ』

『彩膳』

通常価格￥5,108

通常価格￥7,128

↓

↓

特別価格￥4,130

特別価格￥5,770

◆中国料理「彩龍」

◆オールデイブッフェ「コンパス」

『彩ランチ』

『ランチブッフェ』

通常価格￥5,702

通常価格￥4,200

↓

↓

特別価格￥4,600

特別価格￥3,400

◆鉄板焼「さがみ」
『湘南』
通常価格￥6,534
↓
特別価格￥5,250

■期
間：
■予約方法：

2017 年 9 月 1 日（金）～9 月 29 日（金） ※平日限定
公式ホームページより要予約（https://www.yokohamabay-sheraton.co.jp/event/19th.php）

■備

「コンパス」の価格は税金込・サービス料なしです。

考：

「コンパス」以外の店舗は、サービス料込・税金込の価格表示です。

開業19周年記念

ウエディングスペシャルオファー

開業19周年を記念して、9・10月にご来館の上ご成約いただいた方には
各月先着19組様を対象に、ご婚礼総額のお見積りより「19万円OFF」の
特典をご用意いたします。
■期
■対

間：
象：

2017 年 9 月 1 日（金）～10 月 31 日（火）
期間中にご来館の上、ご婚礼をご成約いただいた方の
うち、各月先着19組様

■特

典：

ご婚礼総額のお見積りより19万円OFF

■備

考：

30 名以上のご披露宴ご成約者に限ります。
他特典との併用はできません。

【ご予約・お問合せ】
レストラン総合予約

045-411-1188 （10：00～19：00）

オンライン予約 https://www.yokohamabay-sheraton.co.jp/restaurant_bar/
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ルティプ
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。

