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横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、日頃お世話になっているご家族への感謝の気持ち

を伝える特別なプランを、日本料理「木の花」、スカイラウンジ「ベイ・ビュー」、オールデイブッ

フェ「コンパス」、中国料理「彩龍」の 4店舗で販売いたします。 

 

“母の日”、“父の日”に、ご家族でお祝いするプレゼント付きお食事会プランや、ご両親やお孫様など、

親子三世代が揃ってお楽しみいただける会食プランをご用意いたします。 

いつも心の中で感じている「ありがとう」の気持ちを込めて、親子で、夫婦で、家族で、横浜ベイシェ

ラトン ホテル＆タワーズが贈る素敵なひとときをお過ごし下さい。 

 

 

■日本料理「木の花」（8F） 
 
『ありがとうプラン』 
 

日本料理「木の花」では、山形県鶴岡市大山町の酒造「栄光 

冨士」の蔵出し限定酒 “有加藤”（あり・かとう）＊など、感謝 

の気持ちを伝える特典が選べる、特別な会席プランをご用意 

いたします。 

旬の食材を織り込んだ会席料理をゆっくりとお召し上がりいた 

だきながら、ご家族で大切な時間をお過ごしいただけます。 
 

時 間：ご昼食 月～金 11:30～14:30／土日祝 11:30～15:30 

ご夕食 月～土 17:30～21:00／日祝  17:30～20:30 

料 金：プラン A \7,000（ご昼食のみ） 

プラン B \11,000 
 
選べる特典（下記よりお一つお選びいただけます）： 

①山形県 純米吟醸“有加藤”四合瓶 1 本 

②フラワーアレンジメント 

③全員に 1ドリンクサービス 
（ビール・ワイン・スパークリングワイン・ 

ノンアルコールビール・ソフトドリンク 4種） 

 

※記載の表示価格には、サービス料・税金が含まれております。 

※本プランは、3日前までの要予約にて承ります。 

※本プランは割引対象外です。 

 

 

【ご予約・お問合せ】   

日本料理「木の花」直通 045-411-1146（10:30-21:30） 

 

 
 

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 
 

“母の日”“父の日”に日頃の感謝の気持ちを込めて、 

ご家族で過ごす「ありがとう」プラン 
 

＊有加藤（あり・かとう） 

戦国時代の武将：加藤清正の孫が創

業し、受け継がれてきた蔵元「冨士

酒造」の代表作。約 200 年前から継

承されてきた昔ながらの技法で丹精

込めて創り上げられた銘酒は、当主

の名前に伝承された“有”と苗字

“加藤”を合わせた名前が付けら

れ、“ありかとう”と感謝の言葉に

音が近いことから、祝い酒や贈答品

として人気を博している。 

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


■スカイラウンジ「ベイ・ビュー」（28F） 
 

『Mother’s day plan／Father’s day plan ～ありがとうを添えて～』 
 
最上階スカイラウンジ「ベイ・ビュー」では、エレガンスランチをお召し上がりいただきながら、グ
ループの皆様に乾杯の 1 ドリンクをプレゼントいたします。また Mother’s day plan として、お母様に
お祝いの卓上花を、Father’s day plan では、ソムリエが厳選したワインをお父様へ 1本プレゼントいた
します。さらに、皆様の最高の笑顔は記念写真としてシェラトンのロゴ入りフォトフレームに入れて
お渡しいたします。 
 

期  間：Mother’s day plan   5 月 1日（金）～5月 31 日（日） 

Father’s day plan  6月 1日（月）～6月 30 日（火） 

時 間： 11:30～14:30（ラストオーダー） 

料 金：平日 \6,000／土日祝 \6,500 

※3日前までの要予約にて承ります 
 
プラン内容：Mother’s day plan  

エレガンス ランチ／卓上花 

1 ドリンク（ビール・ワイン・カクテル・ソフトドリンク） 

フォトフレーム入り記念写真 

Father’s day plan    

エレガンス ランチ／ボトルワイン 1 本 
1 ドリンク（ビール・ワイン・カクテル・ソフトドリンク） 

フォトフレーム入り記念写真 
 

 

■オールデイブッフェ「コンパス」（2F） 
 

『Mother’s day plan／Father’s day plan ～ありがとうを添えて～』 
 
オールデイブッフェ「コンパス」では、グループの皆様に前菜からデザートまで、和・洋・中の約 50
種類のブッフェメニューをお召し上がりいただきながら、乾杯の 1 ドリンクをプレゼントいたします。
また、Mother’s day plan では、グループのお母様にお祝いのカーネーションを、Father’s day plan では
シェラトンオリジナルの“ボールペン＆ブックカバー”をプレゼントいたします。 
さらに、皆様の最高の笑顔は記念写真としてシェラトンのロゴ入りフォトフレームに入れてお渡しい
たします。 
 

期  間：Mother’s day plan   5 月 10日（日）～5月 17 日（日） 

Father’s day plan 6月 21日（日）～6月 28 日（日） 

時 間：月～金 17:30～21:30 ／ 土 17:00～21:30 

日祝  17:00～21:20 

料 金：大人・シニア（60歳以上）平日 \5,000／土日祝 \5,500 

    子ども（4歳～12歳）平日 \2,100／土日祝 \2,400 

※2名様以上 3日前までの要予約にて承ります。 

※Father’s day plan は先着 30組様限定とさせていただきます。 
 

プラン内容：Mother’s day plan  お母様へカーネーションのプレゼント 

Father’s day plan   お父様へシェラトンオリジナル“ボールペン＆ブックカバー”  

※両プランとも、1ドリンク（ビール・ワイン・カクテル・ソフトドリンク）／ 

フォトフレーム入り記念写真付 
 

【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） 

オールデイブッフェ「コンパス」直通 045-411-1143（10:00～22:00） 

オンライン予約 http://www.yokohamabay-sheraton.co.jp/restaurant_bar/ 
 
 

※スカイラウンジ「ベイ・ビュー」、オールデイブッフェ「コンパス」共通 
●各店舗、記載の表示価格には、サービス料・税金が含まれております 
●本プランは割引対象外です。 

『Mother’s day plan』『Father’s day plan』  ※イメージ 

『Mother’s day plan』※イメージ 

『エレガンスランチ』 

※イメージ 



■中国料理「彩龍」（3F） 
 

『3 世代ファミリー会食プラン』  
 

母の日や父の日をご両親やお孫様など、ご家族そろってお祝いする 

会食プランをご用意いたしました。滋味深い本場・香港グルメの 

数々と、「彩龍」の心に残るようなおもてなしで、ご家族の大切な 

思い出作りをお手伝いいたします。この機会に是非ご利用ください。 
 

期 間： 5 月 11日（月）～6月 30日（火） 

時 間：【ランチ】 月～金 11:00～14:30 （ラストオーダー） 

          土日祝 11:00～15:30 （ラストオーダー） 

【ディナー】17:30～20:30 （ラストオーダー） 

           

 

料 金： お一人様 ￥8,000／ 小学生 ￥4,000／ 幼児（5 歳以下）無料 ※お子様弁当をご用意いたします。 

お一人様＋￥2,000 で飲み放題をご利用いただけます。（ワイン、紹興酒、ソフトドリンク） 

 

内 容：前菜の盛り合わせ／海燕（ウミツバメ）の巣と海鮮入りとろみスープ／ 

    北京ダック／海老のチリソースとマヨネーズ和え／黒酢の酢豚／ 

    五目チャーハン／香港式デザート 

特 典：①6名様以上のご利用で、個室を個室料金無料にてご利用いただけます。 

     ※個室のご利用は、ご予約順にて承ります。 

   ②6名様以上のご利用で、鯉のマンゴープリンをご用意いたします。 

③フォトフレーム入りの記念写真をプレゼントいたします。 

 

 ※ 記載の表示価格には、サービス料・税金が含まれております。 

※ 本プランは 4名様以上のご利用で、3日前までの要予約にて承ります。 

※ 本プランは割引対象外です。 

※ ご利用時間は、2時間 30分です。 

 

【ご予約・お問合せ】 

レストラン総合予約  045-411-1188（10:00～20:00） 

中国料理「彩龍」直通 045-411-1144 （10:30～21:30） ※2015 年 5月 1日より 10:30～21:00  

 

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 1,200 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。 

『3 世代ファミリー会食プラン』  ※イメージ 

『鯉のマンゴープリン』  ※イメージ 


