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横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、「夏の北海道フェア 2019」を 3 つのレストランに

おいて開催し、夏季ならではの北海道の魅力をふんだんにお届けいたします。新鮮な帆立貝や、

雄大な自然で育った色とりどりの新鮮な夏野菜やフルーツ、濃厚な味わいの乳製品など、北海道

の味覚をまるごと体感できる充実の内容です。 

 

今回も、シェフ自ら北の大地に赴き“夏”ならではの食材を厳選してまいりました。 

オールデイブッフェ「コンパス」では、富良野・美瑛の大空と大地の中、心を込めて育てられ

た糖度の高いとうもろこしなどの新鮮な夏野菜や、北海道を代表する果物、富良野緑宝農場の赤

肉メロン「レッドヒル」の甘くジューシーな味わいを存分にご堪能いただけます。 

また、北海道の冷たい海で育った帆立貝を揚げたての天ぷらでご用意する他、北海道産山わさ

びで楽しむローストビーフ、北海道小麦を使った須藤製麺の旭川ラーメン、北海道の珍味や濃厚

な味わいのデザートなど、夏の北海道の食の魅力を存分にお楽しみ下さい。 

 身がしっかり詰まったずわい蟹の食べ放題や、新鮮ないくらたっぷりのいくら丼も平日はディ

ナータイムに、土日祝はランチタイム、ディナータイムともにご用意いたします。 

最上階 28Ｆのフレンチ「ベイ・ビュー」では希少な北海道産仔羊を贅沢に使用したディナーコ

ースを、28Ｆ鉄板焼「さがみ」では「北海道産和牛」をメインに旬の素材をふんだんに取り入れ

た、すがすがしい北海道の夏をご堪能いただけるコースをお届けいたします。 

 

また、昨年に続きオールデイブッフェ「コンパス」では、夏休みだけのお子様向け謎解きイベ

ント「～はらぺこ探偵と北海道グルメ旅～」を開催。探偵になりきって北海道に関する謎を解き

明かしたお子様にはブッフェ券プレゼントの他、参加賞としてお子様全員に北海道ならではの限

定プレゼントをご用意しております。 
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旬をまるごと！夏ならではの新鮮食材を味わおう！ 

 “夏の北海道フェア 2019” 

2019 年 7 月 1 日（月）よりホテル内 3 店舗で順次開催 

2019 年 6 月 12 日 

 



【実施概要】 
■名称     ：「夏の北海道フェア 2019」 

■開催期間   ：2019 年 7 月 1 日（月）～9 月 19 日（木） 

■実施レストラン ：オールデイブッフェ「コンパス」フレンチ「ベイ・ビュー」 

鉄板焼「さがみ」 

■備考     ：※店舗によりフェア開催期間が異なります。 

※仕入れの状況により、一部料理内容の変更や盛り付け等が変わる場合

がございます。また、食材のすべてが北海道産ではございません。 

 

■オールデイブッフェ「コンパス」（2F) 
約 50 種類、和洋中のブッフェ料理をご用意するコンパスでは、ぎっしり身が詰まった“ずわい蟹”

と弾けるいくらたっぷりな“いくら丼”を平日はディナータイムに、土日祝はランチタイム、デ

ィナータイムにもお好きなだけお召し上がりいただけます。また、お客様の目の前で作りたての

お料理をお届けするパフォーマンスキッチンからは、“帆立貝の揚げたて天ぷら”、“北海道産

山わさびでお楽しみいただけるローストビーフ”、“旭川ラーメン”をご用意。夏野菜がたっぷ

り入った彩り豊かな“札幌発祥スープカレー”も登場。北海道産コーンのピザは、熱々の焼き立

てをお席までお持ちいたします。土日祝のデザートには、赤肉メロン「レッドヒル」が登場。北

海道産の生クリームやチーズを使用し、エグゼクティブペストリーシェフ武藤が腕を振るったケ

ーキやプリンをご用意いたします。 

 

■期間：  2019 年 7 月 1 日（月）～9 月 19 日（木） 

  お盆期間 8 月 10 日（土）～8 月 18 日（日） 

■時間: 【ランチ】 11:30～15:30 

        【ディナー】17:30～21:30 土日祝：17:00～21:30 

■料金： 【ランチブッフェ】  

・平日： 大人 ¥3,700／シニア ¥3,425（平日のみ）／小学生 ¥1,850 

4 歳以上の未就学児 ¥1,025 

・土日祝日： 大人 ￥6,180／ 小学生 ￥3,090／ 

4 歳以上の未就学児 ￥1,544 

【ディナーブッフェ】 

・平日： 大人 ¥5,750／シニア ¥5,420（平日のみ）／小学生 ¥2,875 

4 歳以上の未就学 ¥1,437         

・土日祝日、お盆期間 8 月 10 日（土）～8 月 18 日（日）：  

大人 ¥6,180 ／小学生 ¥3,090 ／4 歳以上の未就学児  ¥1,544 

   

≪主なメニュー内容≫ ※メニューは一例です 

＜パフォーマンスメニュー＞ 

・ローストビーフのカッティングサービス  

北海道産山わさびとシェフ特製オニオンソース 

・旭川「上田畜産」ジンギスカン 

・北海道「須藤製麺」旭川ラーメン 

・北海道食材を使った揚げたての天ぷら 

（北海道産の野菜、北海道産帆立貝） 

・北海道産コーンの焼きたてピザのテーブルサービス 

 

＜ブッフェメニュー＞ 

●北海道珍味コーナー 

・鍛冶商店 紅鮭こうじ漬け ・鍛冶商店 本ズワイ蟹 塩辛 

・三豊 数の子松前漬け ・丸心 山わさび入りするめいか 

・道南冷蔵 たこ三升漬け ・小松食品 あさりわかめ など 

 

 

 



●冷製料理 

・北海道産水タコのカルパッチョ 北海道当麻町高橋農園の野菜と共に 

・北海道産イカのエスカベッシュとブロッコリースーパースプラウト※スーパーフード 

・北海道産秋鮭のマリネとオニオンスライス フラックスシードオイルとヘンプナッツ 
※スーパーフード 

・札幌発祥 ラーメンサラダ 

・北海道美瑛町「百姓や」から届いた野菜たち 

・北海道産じゃが芋「きたあかり」のビシソワーズ  

・北海尽くしの海鮮丼 2 種  

・ずわい蟹食べ放題 ／ いくら丼 

（平日ディナー、土日祝ランチ・ディナー限定） 

 

●温製料理 

・北海道産ほたて焼売                      

・北海道産豚まん・北海道名物 鶏のザンギ 

・北海道産たらことイカのスパゲッティ羅臼昆布風味 

・北海道産焼きとうもろこしの焦がしバター醤油 

・札幌「丸三北栄商会」ほっけの一夜干し 

・北海道産蟹の味噌汁 

・札幌発祥スープカレー ローストチキンと夏野菜 

 

＜デザート＞  

・富良野「緑宝農場」の赤肉メロン「レッドヒル」 

（土日祝、お一人様一皿限定） 

・北海道生乳１００％純生クリームのメロンショートケーキ 

・北海道牧場プリン 

・フレッシュチーズクリーム 余市産トマトゼリー 

・草原のヨーグルト「でーでーぽっぽ」のムース ハスカップコンフィチュール  

・夕張メロンソフトクリーム 

・焼きたてクレープをお好みのトッピングで   など 

 

■フレンチ「ベイ・ビュー」(28F) 

【エレガンス ランチ】 

最上階からの眺望とともにフルコース仕立てのお料理がお楽しみいただけるランチです。 

北海道産の新鮮な帆立貝や恵まれた環境で育ったホエー豚のほか、夏の食材を豊富に使用した目

にも鮮やかな仕上がりです。「ベイ・ビュー」ならではの見た目も美しいコースをご堪能くださ

い。 

■期間： 7 月 1 日（月）～8 月 31 日（土） 

■時間： 11:30～14:30（ラストオーダー） 

■料金： 平日 ￥4,400  土日 ￥4,900   

 

≪7 月 メニュー内容≫  

・北海道産ミズダコと真鯛のマリネ 柚子風味  

・北海道のジャガイモを使用したビシソワーズと 

コンソメのパリソワール  

・北海道産帆立貝と平目のスフレ仕立て  

白ワイン風味のソース 

または 

マグロのホホ肉のグリエと茄子のピュレ添え タプナードソースとブールブランソース 

・北海道産ホエー豚のロースト ブルーチーズと赤ワインソース 

または 

仔羊のロースト ペルシヤード風 

または 



国産牛サーロインとフォアグラのロッシーニ仕立て（+￥2,860）（和牛+￥4,180） 

▼下記のデザートより１品お選びください。 

・季節のフルーツの盛り合わせ(土日祝限定) 

・クレームブリュレ ラズベリーとマスカルポーネのジェラート 

・ピーチメルバ 

・北海道のメロンとブランマンジェ （+￥660）  

・パン 

・コーヒーまたは紅茶 
 

≪８月 メニュー内容≫ 

・自家製マリネサーモンの瞬間スモーク 北海道産イクラを添えて  

ラヴィゴットソースとバジルソース 

・北海道産ジャガイモのブランマンジェと冷たいトウモロコシのスープ  

・北海道産帆立貝と平目のスフレ仕立て 白ワイン風味のソース 

または 

マグロのホホ肉のグリエと茄子のピュレ添え タプナードソースとブールブランソース 

・北海道産ホエー豚のロースト ブルーチーズと赤ワインソース 

または 

仔羊のロースト ペルシヤード風 

または 

国産牛サーロインとフォアグラのロッシーニ仕立て（+￥2,860）（和牛+￥4,180） 

▼下記のデザートより１品お選びください。 

・季節のフルーツの盛り合わせ（土日祝限定） 

・クレームブリュレ ラズベリーとマスカルポーネのジェラート 

・北海道のメロンとブランマンジェ （+￥660）    
 

【 フレンチディナー】 
最上階に位置するモダンな空間で煌めく夜景と生演奏がお楽しみいただけるディナーです。 

夏の北海道で育った食材の新鮮さ、力強さを引き出したフレンチコースをご用意。 

メインには希少な北海道産仔羊も贅沢に使用し、今しか味わえない旬の美味しさを味わう魅惑の

コースです。 

 

■期間： 7 月 1 日（月）～8 月 31 日（土） 

■時間： 17:30～20:00（ラストオーダー） 

■料金： 『海』￥8,800 /『港』￥13,200 ・ 

『スペシャリテ』￥19,800 

 

≪メニュー内容 一例≫ 『海』  

・アミューズ 

・魚介類とアスパラガスのサラダ仕立て  

コキヤージュドレッシングとラヴィゴットソース   

～北海道の農園をイメージして～ 

・北海道ジャガイモのブランマンジェとトウモロコシのエスプーマ   

コンソメジュレと雲丹を添えて 

・太刀魚と北海道の帆立貝のミルフィーユ仕立て 夏野菜にトマトとバジル風味 

または 

・北海道産大沼黒牛サーロイン（3 等級）のポワレ ブルーチーズと赤ワインソース 

または 

・北海道産仔羊のロティ ペルシヤード風 ＆ モモ肉のルーロ サマートリュフ風味 

（＋￥2,980） 



・北海道のメロンとブランマンジェ 

・小菓子とコーヒー 

・パンとバター 

 

 

■鉄板焼「さがみ」(28F) 
 

【ランチ】 
北海道フェアにちなみ、上質な「北海道産和牛」をメインにご堪能いただけるランチコースをご

用意いたしました。季節の魚介や焼き野菜など、最高の味に仕上げた北海道の旬をお召しあがり

いただきます。 

 

■期間： 8 月 1 日（木）～8 月 31 日（土） 

■時間： 11:30～14:30（ラストオーダー） 

■料金： ￥11,000   

 

【ディナー】 

広大な大地でのびのび育った北海道のＡ5 ランクの黒毛和牛をメ

インに、夏の北海道の恵み豊かな食材をたっぷり取り込んだ「さ

がみ」特製の北海道満喫コースをご用意いたします。 

 

■期間： 8 月 1 日（木）～8 月 31 日（土） 

■時間：  月～土 17:30～21:00（ラストオーダー） 

日・祝  17:30～20:00（ラストオーダー） 

■料金： ￥20,000 

 

≪メニュー内容≫ 

・食前のお愉しみ 2 品 

・十勝ハーブ牛のクネルと彩野菜の庭園毛蟹とカニミソソース  

・タラバ蟹と帆立貝のソテー 北海道バターとレモンのノワゼット醤油 

・6 種類のサラダ ・季節の焼き野菜  

・極上“北海道産和牛”フィレまたはサーロイン（100ｇ） 日本最北端“宗谷の塩” 

・海鮮丼、味噌汁、香の物 

・夕張メロン  

・コーヒーまたは紅茶 

 

 

 

【ブッフェ×謎解き ～はらぺこ探偵の北海道グルメ旅～】 

オールデイブッフェ「コンパス」 

お子様が名探偵となり謎解きキットを手にしながらレストラン内に隠

されたヒントを基に謎を解き明かす。昨年に続きブッフェ料理を食べ

るとひらめき力がアップする”はらぺこ探偵”が登場します。今年は北

海道旅行へ出かけたところに事件が発覚！皆さんは北海道ブッフェ

の品々を食べながらこの謎を解明することができるでしょうか？ 

北海道の夏の味覚とともに、夏休みのスペシャルイベントをご家族皆さまでお楽しみください。 

■開催期間：7 月 20 日（土）~8 月 31 日（土）参加費無料（ブッフェご利用の小学生） 

詳しくは www.yokohamabay-sheraton.co.jp/event/hokkaido2019_summer/harapeko.php 

 

 



 

 

 

 

 

 

■備考（すべて共通） 

※最新の情報はホテル公式ホームページをご確認ください。 

※特別な記載がない限り、表示料金はサービス料 10％込・別途税金を加算いたします。  

※写真はすべてイメージです。 

 

【ご予約・お問合せ】  

レストラン総合予約 TEL: 045-411-1188 （10:00～19:00） 

オンライン予約   www.yokohamabay-sheraton.co.jp/event/hokkaido2019_summer/ 

 

 

 

 
 

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ホテル＆リゾートは、世界の 70 に及ぶ国と地域に

展開する 450 軒以上のホテルで、ゲスト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、

多岐にわたるチャンネルによるマーケティング、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 。 詳 細 は www.sheraton.com を ご 覧 く だ さ い 。 ま た 、 Facebook や Twitter(@sheratonhotels) 、

Instagram(@sheratonhotels)でも情報を発信しております。シェラトンは、これまでのマリオット リワード、ザ・リッ

ツ・カールトン・リワード、スターウッドプリファードゲスト（SPG）に代わり新たに誕生したマリオットの旅行プログラ

ム、Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）に参加しています。Marriott Bonvoy は会員の皆さまに並外れたグロー

バルブランドポートフォリオや Marriott Bonvoy Moments での体験、そして無料ホテル宿泊に向けたポイントやエリート

ステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典をお届けします。無料会員登録やプログラム詳細については、

MarriottBonvoy.marriott.com をご覧ください。 

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（NASDAQ: MAR、本社： 米国メリーランド州ベセスダ）は、130 カ国・地域に 30 のブラ

ンド、 合わせて 6,900 軒以上の宿泊施設を擁するホスピタリティ企業です。世界中でホテルの運営およびフランチャイズ

や、リ ゾートのオーナーシップ・プログラムを展開しています。また、これまでのマリオット リワード、ザ・リッツ・

カールトン・リワード、スターウッドプリファードゲスト（SPG）に代わり、現在ではひとつになった旅行プログラム、

Marriott BonvoyTM （マリオット ボンヴォイ）を提供しています。詳しい情報は、www.marriott.com をご覧ください。ま

た最新の企業ニュースは www.marriottnewscenter.com をご覧ください。Facebook や Twitter (@MarriottIntl)、 

Instagram (@MarriottIntl)でも情報発信しています。  

Marriott Bonvoyについて 

Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ） は、旅が世界中の人々を豊かにし、世界を豊かにする力を持っているという

信念のもとに構築されたマリオット・インターナショナルの新たな会員プログラムです。2019 年 2 月始動の Marriott 

Bonvoy は、「マリオット リワード」、「ザ・リッツ・カールトン・リワード」、「スターウッド プリファード ゲスト

（SPG）」に代わる旅行プログラムで、会員の皆様は、世界最大のホテルポートフォリオでポイントを獲得できるだけでな

く、約 12 万に及ぶツアーやアドベンチャーなどの体験型プログラムを提供している「Marriott Bonvoy Moments（マリオ

ット ボンヴォイ モーメンツ）」にて、飽くなき探求心や情熱を満たすことができます。Marriott Bonvoy 内で構成され

る 5 つのエリートティアでは、これまでよりステータスを獲得しやすくなっています。共通のポイントシステムで、より

早くポイントを獲得でき、より簡単にポイント交換が可能で、アメリカン・エキスプレスと提携したクレジットカードを

ご利用いただくとより早くポイントを貯めることができます。会員の方が Marriott.com で直接予約いただくと、無料の

Wi-Fi 接続や会員限定の特別料金をご利用いただけるほか、マリオットアプリでは、モバイルチェックイン＆アウト、モ

バイルリクエスト、また一部のホテルではモバイルキーがご利用いただけます。Marriott.com では、パワフルな旅行プロ

グラムのほか、30 ブランドにおよぶホテルのご予約、限りなく用意された体験、そしてベストな宿泊料金をお届けいたし

ます。Marriott Bonvoy の詳細については、MeetMarriottBonvoy.marriott.com をご覧ください。Marriott Bonvoy アプ

リをダウンロードするには  こちらにアクセスしてください。Facebook、Twitter、Instagram でも随時情報発信していま

す。 

 

http://www.yokohamabay-sheraton.co.jp/event/hokkaido2019
https://www.marriott.com/loyalty.mi
http://www.marriott.com/
http://www.marriottnewscenter.com/
https://www.facebook.com/marriottinternational/
https://twitter.com/MarriottIntl
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http://mobileapp.marriott.com/
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