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横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズのゴールデンウィークは楽しさ満載 

 

■ファミリーイベント「ウルトラヒーローがやってくる！」に、 

新ウルトラヒーロー“ウルトラマンビクトリー”が初登場 

 
日本を代表するヒーロー・ウルトラマンを始め、ウルトラマンゼロ、ウルトラマンギンガなど、

憧れのウルトラヒーローたちが横浜に集結し、人気怪獣たちとオリジナルのショーを繰り広げる

イベントが今年の GW の 5 月 4 日（日・祝）、5 日（月・祝）に開催いたします。 

さらに、5 月 4 日（日・祝）限定で 7 月からスタートする新ＴＶシリーズ「ウルトラマンギン

ガＳ」（テレビ東京系「新ウルトラマン列伝」）に登場する 39 代目の新ウルトラヒーロー“ウル

トラマンビクトリー”がファンの皆様の前に初めて登場します！ 

 

 

【「ウルトラヒーローがやってくる！」実施概要】 

 1966 年に TV 初登場のウルトラマンを始め、ウルトラマンレオ、ウルトラマンゼロ、ウルトラ

マンギンガなど、憧れのウルトラヒーローが集結し、人気の怪獣たちとオリジナルショーを繰り

広げます。また、お子様たちとの撮影会、ホテル公式キャラクターであるパンダのシェララがウ

ルトラヒーローや怪獣の衣裳をまとったオリジナルグッズの販売など、ホテルのお食事や宿泊を

セットに親子でお楽しみいただけるウルトラヒーロー満載のイベントです。 

 

●日 時：2014 年 5 月 4 日（日・祝）、5 日（月・祝） 

●会 場：横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 宴会場フロアー 

●イベント内容： 

 ①ウルトラヒーロースペシャルステージ（食事付） 
   会 場：大宴会場「日輪」５F 

 時 間：第 1 部 食事：11:30～13:00 ショー：13:00～14:30 

第 2 部 食事：14:30～16:00 ショー：16:00～17:30 

 内 容：オリジナルウルトラヒーロースペシャルステージ、お食事、 

ソフトドリンク（フリードリンク）、 

「ボイジャー」ミニコンサート、ウルトラヒーロー握手会 

 料 金：プレミアムプラン 大人：\11,000／小人：\6,000 

     レギュラープラン 大人：\ 8,500／小人：\5,000 

   ＊上記金額は、お一人様あたり、税金・サービス料込 

   ＊プレミアムプランのお食事はコース料理、 

レギュラープランのお食事はブッフェ料理となります。 
 

新ウルトラヒーロー“ウルトラマンビクトリー”が初登場！ 

ファミリーイベント『ウルトラヒーローがやってくる！』開催 

オールデイブッフェ 「コンパス」でご当地グルメ満載  

『ゴールデンウィーク スペシャルブッフェ』開催 

横浜ステイの思い出満載、Happy Time な宿泊プラン 

『“チェキ”で撮る！遊ぶ！笑顔で満喫！』販売中 

 

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 

 



  ②ウルトラヒーローがやってくる！チケット付き宿泊プラン 
宿泊日：2014 年 5 月 4 日（日・祝）、5 日（月・祝） 

 料 金：プレミアムプラン トリプル\29,520～他 

レギュラープラン トリプル\27,020～他 

   ＊上記金額は、お一人様あたり、税金・サービス料込。 

内 容：ウルトラヒーローがやってくる！」プランチケット ＋ 一泊朝食付き 

（朝食：オールデイブッフェ「コンパス」2F での和・洋・中ブッフェ） 

特 典： 数多くのウルトラソングを歌う「ボイジャー」の TAKERU・瀬下千晶さんが客室を訪問！ 

特設ウルトラチェックインカウンター（1F メザニンロビー）で、ウルトラ警備隊の隊員 

服を着用した専任のスタッフによるチェックイン体験（両日とも 15:00～18:00） 

シェララ×ウルトラヒーローをプレゼント（1 室に付き 1 個、キャラクター指定不可） 

 

●主 催： 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 

●協 賛： 日本生命保険相互会社／相鉄ホールディングス 
 

 

 

■オールデイブッフェ 「コンパス」『ゴールデンウィークスペシャルブッフェ』 
和・洋・中、前菜からデザートまで約 50 種類のメニューをブッフェスタイルでお召し上がりい

ただける「コンパス」では、“ご当地グルメ”をテーマに、全国各地の人気料理や名物料理が月

替わりで登場します。ゴールデンウィーク期間中は、限定パフォーマンスメニューの、黒毛和牛

のローストビーフやビーフステーキ（ランチのみ）、フォアグラの鉄板焼き（ディナーのみ）を

ご用意します。 

 
期 間： 2014 年 5 月 1 日（木）～5 月 6 日（火） 

料 金： ランチブッフェ 大人：\3,900／シニア：\3,600／子ども（4～12 歳）\1,600 

ディナーブッフェ   大人：\4,950／シニア：\4,650／子ども（4～12 歳）\2,100 

    ＊上記料金は、税込・サービス料なし。 

時 間：  ランチ 11:30～15:30 ご予約時間 1部 11:30～13:20  2部 13:40～15:30（各 110分） 

ディナー17:00～21:30 ご予約時間 1部 17:00～18:50 2部 19:20～21:30（各 110分） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

主なメニュー： 

  ＜ランチ＞ 

  （冷製） 三崎直送鮪とハーブ風味トマトのチムチュリ添え 

  あかもくパスタとサーモンのサラダ仕立て 

  横浜・有田さんのサラダと能登野菜“NOTO高”農園のサラダバー 

  （温製） 清流鶏の唐揚げ ハニーホッター 

  本日の魚のソテー駿河湾しらすとブロッコリーのソース 

  （パフォーマンスキッチン） 

  黒毛和牛のローストビーフ カッティングサービス レフォール山葵のソース 

  ビーフステーキ 和風ソース 

  

  （デザート）和歌山温州みかん入りクレープシュゼットバニラ 



 ＜ディナー＞ 

  （冷製） 三崎直送鮪と魚介のハーブ風味トマトのチムチュリ添え 

仔牛肉のテリーヌ ブリオッシュ包み         

茨城まほろ馬
ば

農場のハーブ入りスピニングボールサラダ 

  （温製） 清流鶏の唐揚げ ハニーホッター 

  本日の魚のソテー駿河湾しらすとブロッコリーのソース 

（パフォーマンスキッチン） 

黒毛和牛のローストビーフ カッティングサービス レフォール山葵のソース 

フォアグラの鉄板焼 北海道ななつぼし米のリゾット添えトリュフ入りソース 

パルマ産生ハムのカービング 

 

  （デザート）和歌山温州みかん入りクレープシュゼットバニラ 

フロマージュブランのパンナコッタとゆず風味のヒアルロン酸入りジュレ 

（日本料理）三崎直送鮪を使った握り寿司 

 

 

■横浜ステイの思い出満載 Happy Time な宿泊プラン 

『“チェキ”で撮る！遊ぶ！笑顔で満喫！』販売中 

ゴールデンウィークの旅でよりハッピーな思い出をたくさん残していただくために、インスタントカ

メラ「チェキ“instax mini”」のレンタル（1 室に付 1 台）、さらに“チェキ”専用フィルム 20 枚

が付いた宿泊プランがおすすめです。 

横浜ベイシェラトンで思い出に残るひとときをお過ごしいただけます。 

 

 期 間：2014年 4月 1日（火）～2015年 3月 31日（火） 

 

 

【ご予約・お問合せ】045-411-1111（代表）(9:00～21:00) 
 

 

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 1,134 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/jp をご覧ください。 


