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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スイーツにハロウ

ィンスイーツをプラスして「Sweets Parade ～AUTUMN(オータム)×HALLOWEEN(ハロウィン)」を 2Ｆ

ラウンジ「シーウインド」にて 10月 3 日より開催いたします。パンプキンクリームを絞った「パン

プキンチーズケーキ」、可愛らしいおばけが乗った「紫芋のモンブランロール」、濃厚な「かぼちゃ

プリン」、ほろにがいチョコレートとチェリーの相性が抜群の「フォレノワール」が登場し、その他、

甘みのある季節のさつまいもを使った「さつまいもフラン」や、洋梨のリキュールがアクセントの

「キャラメルポワール」など秋を感じる合計 12種類のスイーツをご用意いたします。スイーツの他

にも、サラダバーやご自身でつくるオープンサンド、大人気のスープバーなどバリエーション豊かな

ライトミールが並びます。7 月にリニューアルしたばかりの上質なラウンジで、お仕事帰りやお出か

け帰りに大人のスイーツタイムをお楽しみください。 

横浜ベイシェラトンでは、10月 24日（木）～10 月 31 日（木）をハロウィンウィークとして、28

Ｆスカイラウンジ「ベイ・ビュー」にてハロウィンをテーマにしたカクテルを、2Ｆオールデイブッ

フェ「コンパス」では Meat × Vegetable Party ～ハロウィン～と題しハロウィンらしい飾り付け

のブッフェ料理をご提供する他、ハロウィンのコスチュームに扮したスタッフが皆様をお迎えいたし

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ ハロウィン情報！ 
 

ナイトスイーツブッフェ「Sweets Parade」～AUTUMN×HALLOWEEN～ 
開催期間：2019 年 10 月 3 日（木）～ 11 月 1 日（金） 

 

スカイラウンジ「ベイ・ビュー」ハロウィンカクテル 

オールデイブッフェ「コンパス」Meat × Vegetable Party ～ハロウィン～ 
開催期間：2019 年 10 月 24 日（木）～ 10 月 31 日（木） 

 

2019 年 8 月 23 日 

 



 

 

 

 

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

■期   間： 2019 年 10 月 3 日（木）～11 月 1 日（金） ※毎週木・金曜日限定  

■時   間： 18：30 〜 21：00  （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 

【スイーツメニュー】 

・パンプキンチーズケーキ 濃厚なチーズケーキにかぼちゃにみたてたパンプ 

キンクリームをあしらいました 

・パンプキンプリン 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。 

・フォレノワール 伝統菓子である「フォレノワール」をグラスデザートに仕 

上げました。チョコレートクリームとチョコスポンジ、落ち葉をイメージし 

たチョコレートと  キルシュに漬けたチェリーが相性抜群の一品です。  

・紫芋モンブランロール 秋の味覚である紫芋のクリームをふんだんに使用し 

たロールケーキ。かわいらしいおばけも集合しハロウィン気分を盛り上げます。 

・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、じっくりと焼きあ 

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。 

・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。 

【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 

 

【お客様からのご予約・お問合せ】 

ラウンジ「シーウインド」 

レストラン総合予約 045-411-1188（10：00～19：00） 

www.yokohamabay-sheraton.co.jp/restaurant_bar/seawind/1910sweetsparade.php 

 

 



 

 

 

【スカイラウンジ「ベイ・ビュー」ハロウィンカクテルの概要】 

期間限定でインパクト抜群のハロウィンカクテルが 2 種登場。 

■期   間： 2019 年 10 月 24 日（木）～10 月 31 日（木）  

■時   間： 17：30 〜 23：30（月～木） ～24：00（金・土・祝前日）～23：00（日・祝） 

■場   所： スカイラウンジ「ベイ・ビュー」28Ｆ 

■料金・内容：  

Spooky Boo（スプーキーブー）（左）￥2,200 

「Spooky」とは、“恐い、気味悪い”、「Boo」は“ばあ！”という意味のハロウィンで使われる用

語です。ダークラムをベースに抹茶とミルクを加えたやさしい味のカクテル。ハロウィンらしい不気

味な飾り付けとは異なるギャップがハロウィンの夜にぴったりの一杯です。 

Trick or Treat（トリックオアトリート）（右）￥2,200 

ヘーゼルナッツのリキュールとホワイトカカオのリキュールに紫芋のフレークを使い、ミルクで割っ

た秋らしい味わい。ゼリーボールやチョコレート、グミなどをのせたポップでカラフルな幼心をくす

ぐるカクテルです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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） 

スカイラウンジ「ベイ・ビュー」 

www.yokohamabay-sheraton.co.jp/restaurant_bar/bay_view/1910cocktail_hw.php 

2018 年の開催時の様子 



 

 

 

【オールデイブッフェ「コンパス」Meat × Vegetable Party ～ハロウィン～の概要】 

■期   間：2019 年 10 月 24 日（木）～10 月 31 日（木）  

■時   間：ランチブッフェ 11：30～15：30 

ディナーブッフェ 月～金   17：30～21：30／土・日・祝 17：00～21：30 

■場   所：オールデイブッフェ「コンパス」2Ｆ 

■料   金： 

【ランチブッフェ】  

平 日： 大人 ¥3,520／シニア ¥3,190／小学生 ¥1,760／4歳以上の未就学児 ¥880  

土日祝日： 大人 ¥4,070／ 小学生¥2,035／4歳以上の未就学児 ¥1,045  

【ディナーブッフェ】  

平 日： 大人 ¥4,950／シニア ¥4,620／小学生 ¥2,475／4歳以上の未就学 ¥1,265  

土日祝日： 大人 ¥5,610 ／小学生¥2,805 ／4 歳以上の未就学児 ¥1,430 

■内   容：肉料理フェア、Meat × Vegetable Party のお料理とデザートをハロウィン仕様に衣替え

いたします。期間中、お子様には「Trick or Treat」の合言葉で、ハロウィンのお菓子をプレゼント。

ハロウィンのコスチュームに扮したスタッフが皆様をお迎えいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【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） 

オールデイブッフェ「コンパス」 

「Meat × Vegetable Party」ランチ 

www.yokohamabay-sheraton.co.jp/restaurant_bar/compass/1909meat_l.php 

「Meat × Vegetable Party」ディナー 

www.yokohamabay-sheraton.co.jp/restaurant_bar/compass/1909meat_d.php 

 

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。 

 

2018年の開催時の様子 


