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横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは色づく秋色、イエローをテーマにしたナイトスイーツブ

ッフェ「Sweets Parade ～AUTUMN (オータム)×YELLOW (イエロー)～  を 9 月 5 日（木）～11 月 1 日

（金）まで開催いたします。 

 

7 月 1 日に（月）にリニューアルオープンするラウンジ「シーウインド」。季節とトレンドに合わ

せた“色” にこだわったテーマスイーツをご提供するナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade」の

第二弾では、実りの秋をスイーツにのせてお届けいたします。「マンゴー」「はちみつ」「柚子」

「レモン」といったイエローを基調としたスイーツに加え、秋の味覚にはかかせない「かぼちゃ」や

「さつまいも」をふんだんに使ったスイーツなど合計 12 種類が並びます。秋の素材を存分に生かし

たスイーツの深い味わいをお楽しみいただけるだけでなく、目にも美しいシックに色づく秋色のグラ

デーションをご堪能いただけます。期間中、10 月からは「ナイトハロウィンパーティー」をイメー

ジしたハロウィン仕様のかわいいスイーツも登場し、しっとりとした秋に賑わいを加えます。 

 

スイーツの他、新設されたサラダバーや具だくさんのスープバーに加えホットドッグやマフィンも

新たにお目見え。お好みでアレンジいただけるオープンサンドも人気です。そのほかできたての一品

をお席までご用意するなど、ホテルならではのバリエーション豊かなラインナップです。 

 

7 月 1 日 ラウンジ「シーウインド」リニューアルオープン 

ナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade」～AUTUMN
オ ー タ ム

 × YELLOW
イ エ ロ ー

 ～ 

期間：2019/9/5（木）～ 2019/11/1（金）※毎週木・金 開催 

7 月１日（月）10 時から予約スタート！ 

2019 年 6 月 27 日 

 報道関係者各位 

 



 

 

 

【ナイトスイーツブッフェ｢Sweets Parade｣ ～ AUTUMN  × YELLOW  ～ の概要】 

■期   間： 2019 年 9 月 5 日（木）～11 月 1 日（金） ※毎週木・金曜日限定  

■時   間： 17：30 〜 20：00  （閉店まで時間制限なし） 

■場   所： ラウンジ「シーウインド」2Ｆ 

■料   金： お 1 人様  ￥4,445  お子様（4 歳以上の未就学児）￥2,223 

■予約開始日： ＜9 月分＞ 2019 年 7 月 1 日（月）10：00～、  

＜10 月分＞  2019 年 8 月 1 日（木）10：00～ （11 月 1 日金を含む） 

 

【スイーツメニュー】 

・かぼちゃロール 旬のかぼちゃのペーストをたっぷり使用

したクリームを絞ったロールケーキです。 

・パッションフロマージュ 口溶けの良いフロマージュムー

スに、パッションの酸味のアクセント。鮮やかなタイ産のマン

ゴーで華やかに飾りました。 

・さつまいものフラン 甘みのある旬のさつまいもを使い、

じっくりと焼き上げたフランです。 

・オレンジタルト みずみずしいオレンジをたっぷりと使用

したタルトです。 

・NY チーズケーキ 一口サイズの濃厚なチーズケーキにレモンの皮をトッピングいたしました。 

・レモンマカロン シトロンの爽やかな酸味が楽しめる鮮やかなイエローのマカロンです。 

・エキゾチックショート チョコレートのクリームの中に甘みのあるバナナとマンゴーを入れ、酸

味の効いたパッションソースとクリームで仕上げました。 

・ゆず抹茶 香り深い抹茶のパンナコッタに甘酸っぱい柚子のジュレを絡めた一品です。 

・キャラメルポワール キャラメルクリームの苦味と洋梨のリキュールがアクセントのババロアが

口の中で甘く溶け合うグラスデザートです。 

・はちみつジュレ はちみつのゼリーにタピオカとゴールデンキ

ウイをあしらった色鮮やかな一品です。 

・かぼちゃプリン かぼちゃの濃厚さが楽しめる、 

なめらかで大人な甘さのプリンです。 

・アプリコット杏仁 さっぱりとした杏仁風味のパンナコッタで

す。スプーンを入れると溢れ出す杏子シロップとご一緒にお召しあ

がりください。 

【ライトミール】 

・パスアラウンドディッシュ ・フレッシュサラダバー  

・具沢山のスープバー  

・オープンサンド（ハム、チーズ、トマト、キュウリ、チキン、など約 10 種類の具材） 

・ホットドッグ（ウォーマーから取り出してご自身で作るホットドッグ） 

・自家製ベーカリーのパン（バターロール、各種ブレッドなど 4～5 種） 

【お飲み物】 

・コーヒー ・紅茶 ・アイスコーヒー ・ロンネフェルトアイスティー 

・デトックスウォーター ・ジュース 

備考：  

※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。  

※記載のサービス料 10％込表示料金に、別途税金を加算いたします。 

※仕入れの状況により、スイーツの内容は予告なく変更になる場合があります。 

※写真はイメージです。 



 

 

 

【お客様からのご予約・お問合せ】 

レストラン総合予約 045-411-1188（10：00～19：00） 

https://www.yokohamabay-sheraton.co.jp/restaurant_bar/seawind/1909sweetsparade.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

 

https://www.marriott.com/loyalty.mi
http://www.marriott.com/
http://www.marriottnewscenter.com/
https://www.facebook.com/marriottinternational/
https://twitter.com/MarriottIntl
https://www.instagram.com/marriottintl/
http://mobileapp.marriott.com/
http://www.facebook.com/marriottbonvoy
http://www.twitter.com/marriottbonvoy
http://www.instagram.com/marriottbonvoy

