
 

 

 
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 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、2014 年のクリスマス「Sheraton Christmas 2014」を

11 月 15 日（土）よりスタートいたします。 

「Memories on you」をテーマに、クリスマスイルミネーションをはじめ、各種イベント・レス

トランメニュー・宿泊プランなど、“いつまでも想い出に残る、温もり溢れるクリスマス”をお

届けします。また、テーマ「Memories on you」をモチーフにした、想い出を紡ぐ歯車をデザイン

したイルミネーションを全館のいたるところに施し、クリスマスムードを盛り上げます。  

クリスマスを彩るイルミネーションやイベント、クリスマスならではの特別なお食事・空間、

一つ一つが歯車となり重なり合って想い出を紡ぎ出す、横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの

クリスマスを、大切な人とお過ごしください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ クリスマス情報 
 

Sheraton Christmas 2014 
“Memories on you” 

～いつまでも想い出に残る、温もり溢れるクリスマスを～ 

11 月 15 日（土）スタート 

 

Warm      『温かみのある思いやり』“家族のような温かさでお迎えし” 

Connected     『心と心のつながり』“心からのおもてなしで” 

Community  『出会いの広場』“シェラトンを体験いただく” 

クリスマステーマ＜Memories on you＞ 
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P.8 

●クリスマス スペシャルディナー 

・スカイラウンジ「ベイ・ビュー」 

・鉄板焼「さがみ」 

・オールデイブッフェ「コンパス」 

 

●クリスマス特別メニュー 

 ・カクテルフェア／スカイラウンジ「ベイ・ビュー」 

 ・クリスマス アフタヌーンティーセット／ 

ロビーラウンジ「シーウインド」 

 

●クリスマス デコレーション＆ロビーコンサート 

 ・クリスマツリー 

 ・フォトスポット deフォトセッション 

 ・プロポーズプラン「Love’s  Start  Christmas」 

 ・Christmas  Lobby  Concert 

 

●宿泊プラン「Christmas Stay Plan 2014」 

http://www.yokohamabay-sheraton.co.jp/
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横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、2014 年のクリスマスを「Memories on you」のテー

マで、“いつまでも想い出に残る、温もり溢れるクリスマス”をお届けします。 

 

各レストランでは、テーマに沿ったクリスマス特別限定メニューを 12 月 20 日（土）～25 日

（木）の期間、ご提供いたします。特別な夜を華やかに彩る豪華な食材やクリスマスならではの

メニュー、クリスマスムードを盛り上げる演出をご用意いたします。ご家族・大切な人と心に残

るひとときをお楽しみください。 

 主なレストランでご提供する「クリスマスディナー」の概要は、下記の通りです。  

 

■スカイラウンジ「ベイ・ビュー」（28F） 

『クリスマス スペシャルディナー』 
ホテル最上階スカイラウンジ「ベイ・ビュー」では、クリスマス 

を華やかに彩るフレンチのフルコースをご提供します。横浜港の煌 

めく夜景とエンターティナーによるライブ演奏とともに、ハート型 
に模った濃厚なフォアグラと鴨のリエットや、この時季にジビエを食 
す習慣があるといわれているフレンチならではの“黒毛和牛フィレ肉 
と蝦夷鹿肉のポワレ”など、全 8品のコースをお楽しみいただけます。 

 

料金： お一人様 ￥15,950 

※上記料金に、別途カバーチャージ￥2,000（宿泊者￥1,000）を申し 

受けます。 

※記載のサービス料 10％込表示価格に、別途消費税を加算させてい 
ただきます。 

 

 

■鉄板焼「さがみ」（28F） 

『クリスマス スペシャルディナー』 
鉄板焼「さがみ」では、肉質のきめ細やかさと柔らかさ、豊かな風 

味が特徴の極上霜降り和牛「常陸牛（ひたちぎゅう）」がメインのクリ 
スマス限定のディナーコースをご提供します。ウニを贅沢に使った 
“ウニのフラン”、ハンガリー産のフォアグラのソテー、伊勢海老の 
味噌をたっぷり使用した活伊勢海老のテルミドール、鮑の胆のソース 
でお召し上がりいただく三陸産活鮑など、クリスマスならではの豪華 
な料理の数々を、お客様の目の前で最高の味に仕上げてご提供します。 
 
料金： \24,200 
※記載のサービス料 10％込表示価格に、別途消費税を加算させてい 
ただきます。 

 

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ クリスマス情報 
 

Sheraton Christmas 2014 “Memories on you” 
～いつまでも想い出に残る、温もり溢れるクリスマスを～ 

 

クリスマス スペシャルディナー 

スカイラウンジ 

鉄板焼 

オールデイブッフェ 
 

「 ベ イ ・ ビ ュ ー 」 

「 さ が み 」 

「 コ ン パ ス 」 
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オールデイブッフェ「コンパス」では、フランス産ひな鳥の 

ロースト、イタリア料理のフォカッチャなどの世界各国の料理から、 

石川産金時芋のサラダ、東北あべ鶏入りカレーなど日本全国のご当 

地グルメをオードブルからデザートまで和洋中約 50種類のメニュー 

でご提供します。黒毛和牛のローストビーフのパフォーマンスや 

 “ビッグクリスマスショートケーキ”など、クリスマスならではの演 

出もご用意いたします。ご家族そろって美味しいひとときをお過ご 

しください。 
 

料金： 大人         お一人様 ￥5,700 

    シニア（60 歳以上） お一人様 ￥5,400 

    子ども（4～12歳）   お一人様 ￥2,850 

※記載の表示価格は消費税込の価格です。サービス料は加算されません。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

【 クリスマス ディナー概要  】 

■オールデイブッフェ「コンパス」（2F） 

『クリスマスディナーブッフェ』 
 

【ご予約・お問合せ】 

10/1（水）～受付 ご予約専用ダイヤル 045-411-1188（10:00～20:00） 
 

メニュー名 料金 提供日時

【クリスマス　スペシャルディナー】
●サーモンムースとフランス産キャビア
●フォアグラと鴨のリエットのハート仕立て
　カルヴァドス風味のソースと林檎のコンポート
●イトヨリ鯛と帆立貝のグリエ　トマト風味のクリームソース
　ミニマムラタトゥイユとポワローのピュレ添え
●レモン風味のグラニテ
●黒毛和牛フィレ肉と蝦夷鹿肉のポワレ
　マロングラッセと薩摩芋のピュレを添えて
●フロマージュブランのムース　赤いフルーツのスープをソースに
●キャラメル風味のチョコレートケーキのスティック
　ミルクのアイスクリーム添え　クリスマス仕立て
●小菓子とコーヒー

￥15,950

※別途:

カバーチャージ
￥2,000

（宿泊者￥1,000）

　サービス料10%込

消費税別途

　●期間：
　　2014年12月20日（土）

　　　　～12月25日（木）

　●時間：
　　20日～24日／

　　　1部17:30～19:30

　　　2部20:00～22:00

　　25日／17:30～21:00

　　　　　（ラストオーダー）

【クリスマスディナーブッフェ】
●フォアグラのブリュレ　黒胡椒風味のメイプルシロップで
●石川産金時芋のサラダ
●牛肉と茄子のムサカ
●舌平目のヴァプールと北海道産バターソースとアメリケーヌ
●牛肉と三浦葱のピラフ　ポリネシアン風
●温野菜の取り合わせ　バーニャカウダー
●東北あべ鶏入りカレー
●北海道ミルク入りカリフラワーのポタージュ
●三崎産直送鮪と魚介　明太子のタルタル
●愛媛県みかんぶりのマリネ
●石川県産旬野菜のグレック
●ホテルメイドブレッド（クグロフ・シュトーレン・その他）
●天ぷら
●点心
●中華麺　　　　　その他

大人
￥5,700

シニア
（60歳以上）

￥5,400

子ども
（4～12歳）

￥2,850

サービス料なし
消費税込

　●期間：
　　2014年12月20日（土）

　　　　～12月25日（木）

　●時間：
　　17:00～22:00

　　　　　　（120分制）

　　　1部 17:00～19:00

　　　2部 19:30～21:30

スカイラウンジ「ベイ・ビュー」　（28F）

鉄板焼「さがみ」　（28F）

オールデイブッフェ「コンパス」　（2F）

【クリスマス　スペシャルディナー】
●アミューズ
●鮪と帆立のサラダ　キャビア添え
●フォアグラのソテー
●クラムチャウダーのパイ包み
●タラバガニのソテー　ラタトゥイユ添え
●活伊勢海老（1/2）のソテー

●活鮑　醤油バターソース
●お口直し
●焼き野菜の盛り合わせ
●極上“常陸牛”フィレ50ｇ＆サーロイン50ｇ

●御飯・味噌椀・香の物
●チョコレートフォンデュ・プリン・マロンクリームグラタン
　バニラアイス添え
●コーヒーまたは紅茶

 ￥24,200

　サービス料10%込

消費税別途

　●期間：
　　2014年12月20日（土）

　　　　～12月25日（木）

　●時間：
　　1部17:30～20:00

　　　 または

　　　 18:00～20:15

　　2部20:15～

　　　  または

　　　  20:30～
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横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、2014 年のクリスマスを「Memories on you」のテー
マで、“いつまでも想い出に残る、温もり溢れるクリスマス”をお届けします。 

 
スカイラウンジ「ベイ・ビュー」ではクリスマスを彩る華やかなオリジナルカクテルを、11 月

1 日（土）～12 月 31 日（水）の期間限定でご提供いたします。また、ロビーラウンジ「シーウイ
ンド」では上質なアフタヌーンティーセットを、12 月 20 日（土）～25 日（木）の期間、ご提供
いたします。クリスマスムードを盛り上げる特別なひと時を、この機会にぜひご堪能ください。 

 
それぞれのレストランでご提供する「クリスマス特別メニュー」の概要は下記の通りです。 

 

■スカイラウンジ「ベイ・ビュー」（28 階）『カクテルフェア』 

最上階スカイラウンジ「ベイ・ビュー」では、クリスマスの華やかな雰囲気に彩りを添える、この 

季節ならではのオリジナルカクテルを 3 種ご用意いたします。 
 

●期 間： 2014年 11月 1日（土）～12月 31日（水） 

●時 間：  月曜日～土曜日 11:30～24:00 
 日曜日・祝 日 11:30～23:00 

●メニュー＆料金： 
  

Luxury Salty Dog ～ラグジュアリー ソルティードック～（写真左）￥1,760 
   
プレミアムウォッカ“ベルヴェデール”をベースにグレープフルー 
ツジュースと、パッションフルーツのシロップを加えた柑橘系で 
爽やかな風味のカクテルです。グラスの縁に塩をまぶしたスノー 
スタイルでお召し上り頂きます。 
 

Merry Café ～メリーカフェ～（写真中央）￥1,760 
   
世界的な人気を誇るプレミアムラム“ロン サカパ”と、 
オレンジとコニャックのプレミアムリキュール“グラン 
マルニエ”、コーヒーをフローズンにして、オランジェ 
ットのチョコレートを添えた、大人のクリスマスフロー 
ズンカクテルです。  
※記載のサービス料 10%込表示価格に、別途消費税を加算させていただきます。 
 
 

■ロビーラウンジ「シーウインド」（2 階）『クリスマス アフタヌーンティーセット』 

ホテルメイドのクリスマス限定スイーツと、サンドウィッチやフィン 

ガーフード・スコーンのほか、クリスマスには欠かせないドイツの伝 

統菓子“シュトーレン”をセットにした“アフタヌーンティーセット”を 

1 日限定 20 食ご提供いたします。シンガポールを代表する高級紅茶ブ 

ランド TWG Tea（10 種類）とコーヒーをフリードリンクでご用意。 
 

●期 間：2014年 12月 20日（土）～12月 25日（木） 

●時 間：14:30～18:00（ラストオーダー）【3時間制】 

●料 金：クリスマス アフタヌーンティーセット【1日限定 20食】￥3,980 
 

※記載のサービス料 10%込表示価格に、別途消費税を加算させていただきます。 

 

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ クリスマス情報 
 

Sheraton Christmas 2014 “Memories on you” 
～いつまでも想い出に残る、温もり溢れるクリスマスを～  

クリスマス 特別メニュー 

スカイラウンジ 

ロビーラウンジ 

「 ベ イ ・ ビ ュ ー 」 

「 シ ー ウ イ ン ド 」 

・Jewelry Berry ～ジュエリー ベリー～（写真右）￥1,760 
    

クリスマスの華やかなイルミネーションをイメージして、 
カラフルな金平糖を加えました。オレンジとコニャックの 
プレミアムリキュール“グラン マルニエ”と、クランベ 
リージュースを使用したシャンパンカクテルです。 
フランベしたラズベリーもご一緒にお召し上がり頂きます。 
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横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、2014 年のクリスマスを「Memories on you」のテー

マで、“いつまでも想い出に残る、温もり溢れるクリスマス”をお届けします。 

 

1 階ロビーには、11 月 15 日（土）から煌めくオーナメントに飾られた８m のクリスマスツリー

を飾り、クリスマスのテーマ「Memories on you」をモチーフにした、思い出を紡ぐ歯車をデザイ

ンしたイルミネーションが点灯され、館内を光で包み込みます。また、館内にフォトスポットを

設置し、クリスマスをイメージしたシチュエーションで、プロのカメラマンがお客様それぞれの

思い出ショットを撮影いたします。さらに、クリスマスツリーの下に特別な誓いの場所“らぶす

たスポット”を設け、クリスマスを二人の大切な記念日にしようと計画中のカップルのプロポー

ズシーンを応援します。 

その他、期間中 12 月 20 日（土）から 24 日（水）の 4 日間、ツリーの下で「Christmas Lobby 

Concert」を開催します。クラシックやジャズ、合唱やゴスペルなど、様々なアーティストがクリ 

スマスシーンに添える素敵な音楽を演奏いたします。 

 

 

   

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ クリスマス情報 
 

Sheraton Christmas 2014 “Memories on you” 
～いつまでも想い出に残る、温もり溢れるクリスマスを～ 

 

クリスマス デコレーション＆ロビーコンサート 

 
 

 

 

 

※写真およびパースは全てイメージです。 

（歯車のイルミネーション） 

（らぶすたスポット） 

（メザニンロビーのクリスマスツリー） 
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■クリスマスツリー 

設置場所：メザニンロビー （1F） 

 設置期間：2014年11月15日（土）～12月25日（木） 

 点灯時間：16：30～24：00 

 高さ：約8m 

 デコレーション： 

  ・ツリーには、シェラトンのデザインをモチーフにしたオーナメントや、当ホテルの 

キャッチコピー“Hart of Yokohama”に合わせたハート型のオーナメントの他、ホテ 

ルオフィシャルキャラクター パンダの「シェララ」をたくさん飾り付け、ツリー全 

体に「横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ」を表現いたします。 

 

 ●クリスマスツリー関連キャンペーン 

  「シェララを数えて シェララを当てよう」実施 

  ロビーのクリスマスツリーに、ホテルオフィシャルキャラクター  

パンダの「シェララ」がたくさん飾られています。「シェララ」 

の数を数えてご応募いただいた方の中で、正解者から抽選で30名 

様に「シェララ」をプレゼントいたします。 

  応募期間：2014年11月15日（土）～12月25日（木） 

  応募方法：クリスマスツリーに飾られた「シェララ」の数と 

必要事項を応募用紙にご記入いただき、応募箱に投函してください。 

（当選は発送をもって替えさていただきます。） 

    

 

■フォトスポットdeフォトセッション 

 1Fメザニンロビーのクリスマスツリー付近にフォトスポットを設置。日時限定でプロのカメラ

マンを配置して、お客様にクリスマスの思い出ショットをプレゼントいたします。 

 設置場所：1Fメザニンロビー クリスマスツリー近辺 

 設置日時：2014年11月15日（土）～12月25日（木） 

 ［カメラマン配置日時］ 12/20、21、23 14:00～20:00 

                12/24                    13:00～20:00 

※カメラはお客様のカメラを使用いたします。 

 

 

■サプライズプロポーズプラン「Love’s Start Christmas」 
 当ホテルでは、日頃ご成婚間近のカップルのプロポーズシーンを応援するサプライズプラン

「らぶすた」を実施しています。クリスマス期間中、クリスマスツリー付近に「らぶすたスポッ

ト」を設置し、お客様のプロポーズを応援いたします。 

 実施日時：2014年12月20日（土）、21日（日）、23日（火・祝）、24日（水）の4日間 

      ※時間は事前打ち合わせによって調整。 

      ※ロビーライブ実施時は、対象時間外。 

 実施場所：1Fメザニンロビー クリスマスツリー下 

 実施組数：1日1組 （サプライズプランですので、事前予約と打ち合わせが必要です） 

 予約期間・問合せ先：2014年10月22日（水）～12月10日（水）  

    営業部ウエディングセールス TEL：045-411-1122 

 内容：サプライズプロポーズをご希望のお客様にクリスマスツリーの下でのプロポーズプラン

をサポートします。ご成功された方には、もれなくダイヤモンドネックレスまたはピア

スをプレゼントする他、フラワーシャワーのサプライズもご用意します。さらに、タイ

ミングが合えば、アーティストによるお祝いの曲もプレゼント。 

 

 

協賛：銀座ダイヤモンドシライシ、第一園芸 

※写真はイメージです。 
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■Christmas Lobby Concert 

クリスマスを音楽で彩る 4 日間。ホテルのメザニンロビーですべてのお客様にお楽しみいただけ

るコンサートを開催します。すべてのプログラムは無料でご覧いただけます。 

 

実施日時： 12月 20 日(土)、21（日）、23（火・祝）、12月 24 日(水)  

12/20、21、23 15:00～／16:30～ 各 30分間ステージ 

         12/24     13:00～／16:30～ 各 30 分間ステージ 

実施場所： メザニンロビー（1Ｆ） 

 

♪12 月 20 日(土) 門井春佳／村山絢子 【ヴァイオリン＆ピアノ】 

2013年 5 月に横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの Project Love's  

チャリティーコンサートに出演後、シェラトンでは 3度目の演奏とな 

る。数々の輝かしい経歴を持つヴァイオリニスト門井春佳と、ピアニ 

スト村山絢子による、ヴァイオリンとピアノのアンサンブルです。 

 

 

 

 

♪12 月 21 日(日) 大隅卓也トリオ 【Jazz Trio –Sax Piano Bass –】 

大隅卓也は、父はジャズドラマー・大隅寿男、母は元シンガーという 

環境で育ち、高校 2 年の 3 月よりアルトサックス奏法、ジャズ理論を 

大友義雄氏に師事。2006年 5月、ボストンにある、Berkley college of 

Music に進学、渡米しジャズサックスと音楽理論を学ぶ。2009年より 

大隅寿男グループを中心に演奏活動を開始。横浜ベイシェラトン ホテ 

ル＆タワーズ、28Ｆスカイラウンジ「ベイ・ビュー」レギュラー出演中。 

http://takuyaosumi.com/ 

 

 

♪12 月 23 日(火・祝) 金沢少年少女合唱団 【混声合唱】 

昭和 47年横浜市金沢区で誕生。当時、横浜市では数少ない児童合唱団 

として誕生し、県内でも老舗の少年少女合唱団として活動を続ける。 

小学生から大学生までが月 4回（土・日）の練習に参加し、合唱の基本 

をしっかりと学びながら、兄弟姉妹のように助け合い、素敵なハーモニー 

作りに励んでいる。横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは開業以来、 

クリスマスのステージをつとめている。 

http://www.geocities.jp/kanazawa_jc/syokai.html 

 

 

 

♪12 月 24 日(水) GOSPEL MUSIC 【ゴスペル】 

魂を揺さぶるパワフルかつソウルフルなゴスペル・ソングがクリスマス 

イブを盛り上げます。ライブで聞く歌声は迫力満点です。 

 

 

 

 

 

 

※スケジュールは予告なく変更する場合がございます。 

※ラウンジ・バーをご利用のお客様には通常の演奏よりも大きな音が発生いたします。 

予めご了承ください。 

 

 

 

※写真は全てイメージです。 

http://takuyaosumi.com/
http://www.geocities.jp/kanazawa_jc/syokai.html
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横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、2014 年のクリスマスを「Memories on you」のテー
マで、“いつまでも想い出に残る、温もり溢れるクリスマス”をお届けします。 

 

クリスマス宿泊プラン「Christmas Stay Plan2014」は、クリスマスツリーなど、クリスマスム

ードを盛り上げる装飾を施したクリスマスデコレーションルームをご用意いたします。また、お

二人だけでクリスマスディナーをお楽しみいただけるよう、クリスマス特製ディナーとスパーク

リングワインをお部屋にお持ちする演出もご用意いたします。 

冬の澄み切った横浜の夜景を見ながら、ロマンティックなクリスマスをお過ごしください。 

 

 

【クリスマス宿泊プラン「Christmas Stay Plan 2014」概要】 
■期 間： 2014年 12月 20日（土）～12月 25日（木） 

■部 屋： ラグジュアリーベイブリッジビューツイン 

■料 金：    ・12/20（土）     ￥32,500 

・12/24（水）     ￥31,500 

・12/21（日）～23（火・祝） 

・12/25（木） 

※お一人様料金／1泊 1室、税・サービス料込み 

■内 容：   ・クリスマスデコレーションルームをご用意 

        ・クリスマス特製ディナー＆スパークリング 

    ワインをお部屋にご用意 

 

＜クリスマス特製ディナー：メニュー内容＞  

・クリスマスオードブル盛り合わせ 

・紅茶鴨のパストラミ仕立て オレンジジュレと共に 

・フォアグラのブリュレ スパイシーなメイプルシロップで 

・燻製帆立貝のタルタル バジル風味 

・トリュフ入りホテル特製ルビーコンソメスープ 

・サーモンと白身魚のパイ包み焼きブールブランソース 

・国産牛フィレステーキ、マデラワインのソース 

・ビロードカカオ“カライブ”のドーム仕立て 

・パン＆バター 

・コーヒー 

 

 

【ご予約・お問合せ】 

ご宿泊予約直通ダイヤル 045-411-1133（9:00～20:00） 
 

 

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ クリスマス情報 
 

Sheraton Christmas 2014 “Memories on you” 
～いつまでも想い出に残る、温もり溢れるクリスマスを～ 

 

クリスマス宿泊プラン 

「Christmas Stay Plan 2014」 

期間：2014年 12月 20日（土）～12月 25日（木） 

￥29,500 



- 9 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

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/jp をご覧ください。
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