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横浜ベイシェラトン  ホテル＆タワーズは、2016 年のクリスマスにお届けする「Sheraton 

Christmas 2016」を 11 月 15 日（火）よりスタートいたします。 

当ホテルでは、毎年クリスマスシーズンに、「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”」をテーマに、クリスマスイルミネーションなどをはじめ、各種プロ

モーションやレストランメニュー、宿泊プランなど、様々なサービスをお届けします。 
 

今年は、Sheraton のグローバルデザインを生かし「Blue」と「Silver」を基調に、シンプル＆クール

なイメージで館内を装飾。「横浜のホテルの大きなツリー」と評判の 8m のクリスマスツリーは、

Sheraton ロゴのモチーフとなっているローレルの葉をイメージしたオーナメントをポイントに、

昨年よりさらにたくさんのイルミネーションの輝きで彩られ、１F ロビーに登場します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2016 年 9 月 27 日 

 

 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 2016 
“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（火）スタート 

Contents 
 

●クリスマス スペシャルディナー＆ランチ 

・スカイラウンジ「ベイ・ビュー」 

・鉄板焼「さがみ」 

・日本料理「木の花」 

・中国料理「彩龍」 

・オールデイブッフェ「コンパス」 

・ロビーラウンジ「シーウインド」 
 

●クリスマス イルミネーション＆プロモーション 

・8mのクリスマツリー 

 ・サプライズプロポーズプラン 

「～Love’s  Start  Christmas 2016～」 

 ・クリスマス SNS キャンペーン 

   「あなたの投票で 1 位が決まる！ 

クリスマスケーキ選手権 2016」 

・Christmas  Lobby  Concert 
 

●クリスマス宿泊プラン 
 

●2016 クリスマスディナーショー 
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1Fロビーの 8mのクリスマスツリー 

（イメージ） 

http://www.yokohamabay-sheraton.co.jp/
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横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズのレストランでは、クリスマスのテーマ「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”」に沿って、ランチやディナーの他、テ

ィータイムなどのご飲食のシーンにクリスマススペシャルメニューをご用意いたします。 

日本料理「木の花」や中国料理「彩龍」では、和や中華のテイストを融合させた Sheraton なら

ではのクリスマスメニューをご提供いたします。 

 主なレストラン、クリスマススペシャルメニューの概要は、下記の通りです。 

 

 

■スカイラウンジ「ベイ・ビュー」（28F） 

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コース

のディナーやランチタイムの限定メニューをご提供いたします。 

 

 

『クリスマスディナー』 

ホテル最上階からの横浜港の煌めく夜景とエンターティナーによる生演奏がお楽しみいただけるデ

ィナータイムに、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いたします。 

ホワイトクリスマスをイメージした魚介とサラダのカラフルなオードブルから始まる「クリスマス

ディナー」。シェフこだわりの食材をふんだんに使用し、魚料理では“甘鯛とスカンピ、帆立貝”の一

品を、肉料理では“黒毛和牛のフィレ肉”を異なる調理法で一皿にあしらって美味しさのハーモニーを

奏でます。クリスマスならではの華やかな美食の数々で、心に残るクリスマスのひとときを演出しま

す。 

 

 

 

■日時：2016 年 12 月 22 日（木） 

＊17:30～20:00 

     2016 年 12 月 23 日（金・祝）～25 日（日） 

＊1 部 17:30～19:30 2 部 20:00～22:00 

 ※ディナー終了後、通常営業（カクテルタイム） 

となります。 

■料金：お一人様 ￥22,000 
  

■早期予約特典： 

10 月 1 日（土）～11 月 30 日（水）のご予約で 

選べる特典をプレゼントいたします。 

①グラスシャンパン ＊お一人様につき 1 杯 

  ②花束 

  ③ホテル利用券（￥4,000） 
 

※仕入れ状況により、お料理の内容が変更になる場合がございます。 

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 

クリスマス スペシャルメニュー 

※写真はすべてイメージです。 
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『クリスマス  エレガンスランチ』 

最上階からの眺望とともにフレンチのコースがお楽しみいただける「エレガンス ランチ」がクリス

マスの装いで登場します。メインの肉料理“牛フィレ肉とフォアグラのロッシーニ仕立て”の他、ク

リスマスに美味しい華やかなフレンチをご提供いたします。また、シェフおすすめのアップグレード

メニューもご用意いたします。 

 

■期間：2016 年 12 月 19 日（月）～25 日（日） 

■時間：11:30～14:30 

※12 月 23 日（金・祝）～25 日（日）は、全席 2 時間制 

※窓側のお席のご予約は、11:30 または 13:40 

のご案内とさせていただきます。 

■料金：お一人様 \5,500  

 

 

 

『クリスマス  デライトアワー』 
ホテル最上階からの夜景と生演奏、ブッフェ形式のお料理 

とお飲み物のフリーフローがリーズナブルにお楽しみいただ 

ける「デライトアワー」。シェフおすすめのメイン料理は、 

魚料理 or 肉料理からお選びいただけます。12 月限定のスペシ 

ャルメニューにクリスマスならではの 1 品として、『ベイ・ 

ビュー特製 ローストビーフ』をご用意いたします。時間をか 

けて焼き上げたジューシーなローストビーフを、お客様の目 

の前で切り分けます。 

 

■期間：2016 年 12 月 1 日（木）～21 日（水） 

■時間：平日限定 17:30～21:00（3 時間制） 

         ※ラストオーダー30 分前 

■料金：お一人様 ￥6,600  

 

 

 

 

『カクテルフェア』 

クリスマスの華やかなメニューに彩りを添える、この時季だけのオリジナルカクテルをご用意いた

します。 

 

■期間：2016 年 11 月 1 日（火）～12 月 31 日（土） 

 

■メニュー＆料金：  

★梨 Fizz  ￥1,870 

秋から冬にかけて旬を迎える和梨とプレミアム 

ウォッカを使用したロングカクテル。ホワイト 

クリスマスをイメージしたカラーと、梨の瑞々 

しさを生かしたフィズに仕上げました。 

 

★Flower berry  ￥1,870 

  ストロベリーと熟成 23 年の芳醇なプレミアム 

ラムとの華やかなフローズンカクテル。苺の 

フルーティーさをラムが一層引き立てた、な 

めらかな口当たりのカクテルです。 
左：梨 Fizz／右：Flower berry 

 

ブッフェエリア 

特製ローストビーフ  

※写真はすべてイメージです。 
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■鉄板焼「さがみ」（28F） 

鉄板焼「さがみ」では、高級銘柄牛の「飛騨牛」「松阪牛」「神戸牛」を存分にご堪能いただける

クリスマス限定のディナーコースとランチコースをご提供いたします。 

 

『クリスマスディナー』 
鉄板焼「さがみ」では、シェフ厳選の“松阪牛”と“神戸牛”の 2 銘柄をメインディッシュにご堪能い

ただけるクリスマス限定のディナーコースをご用意いたします。 

 

柔らかな肉質や甘みある風味など、その味の素晴らしさは「肉の芸術品」として世界から称賛され

ている“松阪牛”と、きめ細かく上品な甘みのある赤身と脂肪の風味・香りと溶け合うハーモニーで世

界中のセレブリティをも魅了する“神戸牛”の食べ比べをコースに織り込みました。その他、リースに

見立てた可憐なオードブルや、クリスマスカラーを意識したシェフのスペシャリテ“タラバ蟹とカニ

ミソのチュイル マッシュルームとカリフラワーのスープ”など、鉄板でのパフォーマンスと共に、

豪華な料理の数々をご提供いたします。 

 

■日時：2016 年 12 月 22 日（木）～25 日（日） 

＊1 部 17:30～ 20:00 または 18:00～20:15  

＊2 部 20:15～ または 20:30～ 

 

■料金： お一人様 ￥33,000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『クリスマス  スペシャルランチ』 

「さがみ」のクリスマス限定のランチコースでは、やわらかな肉質、きめ細やかな霜降り、豊潤な

味わいが自慢の高級銘柄和牛“飛騨牛”や日本が誇る和牛の代表ともいえる“神戸牛”をメインディッシ

ュにご用意いたします。銘柄牛のアップグレードなど 4 種類のコースからお選びいただけます。 

 

■期間：2016 年 12 月 19 日（月）～25 日（日） 

■時間：11:30～14:30  

■料金：お一人様 ￥6,600／￥7,700／￥10,450／￥13,200 

 

 

 

※写真はすべてイメージです。 
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■日本料理「木の花」（8F） 

日本料理「木の花」では、日本人の心をくすぐる“和”のクリスマスを演出いたします。 

 

『和のクリスマス「木の花」聖夜の宴』 
 瑞々しく冬の輝きを帯びた旬の食材を使って、「聖夜の宴」限 

定の特別な盛り付けがお楽しみいただける会席料理と、クリスマ 

ス気分を盛り上げるグラスシャンパンをご用意いたします。ライ 

トアップされた日本庭園を眺めながら、上質な和のクリスマスを 

ご提供いたします。 
 

■期間：2016 年 12 月 22 日（木）～25 日（日） 

■時間：17:30～21:00(LO)／日祝 17:30～20:30(LO) 

■料金：お一人様  ￥15,000 

■内容：季節の会席、グラスシャンパン 

■早期予約特典： 

10 月 1 日（土）～11 月 30 日（水） 

までにご予約いただきますと、お一人様につき 

￥14,000 にてご利用いただけます。 

※前日まで要予約 

 

 

■中国料理「彩龍」（3F） 

中国料理「彩龍」では、本格中国料理をクリスマス限定コースにてご提供いたします。 

 

『クリスマスディナーコース』 
華やかな前菜の盛り合わせや、可愛らしいデザート 

プレートをはじめ、活鮑・北京ダック・イリアンタイ 

ガー海老など広東料理ならではの豪華な食材を織り込 

んだ、全 8 品のクリスマス限定のコースをご用意いた 

します。 

 

■期間：2016 年 12 月 22 日（木）～25 日（日） 

■時間：17:30～20:30  

■料金：お一人様 ￥9,900／￥13,200 

 
 

『クリスマス オーダーバイキング』 
 彩龍自慢の「北京ダック」をはじめ、前菜からデザー 

トまで約 60 種類のメニューからオーダーいただけます。 
 

■期間：2016 年 12 月 22 日（木）～25 日（日） 

■時間：17:30～（最終入店 20:00） 

■料金： 大人 ￥7,920 

お子様（4～12 歳）￥3,960 

■早期予約特典： 

2016 年 11 月 30 日（水）までに、6 名様以上でご予約 

①室料無料で個室をご用意（通常室料：￥5,500） 

②ワンドリンクサービス 
 

※このプランは、2 名様より承ります。 

※ラストオーダーは 90 分（お料理・お飲物） 

ご利用は 120 分とさせていただきます。 

※写真はすべてイメージです。 
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■オールデイブッフェ「コンパス」（2F） 

オールデイブッフェ「コンパス」では、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

をそろえたクリスマスブッフェをシェフが腕によりをかけてご提供いたします。 

 

『クリスマスブッフェ』 

 お客様の目の前で仕上げるパフォーマンスメニューに、「ローストチキン トリュフリゾット添

え」（ランチ）や「フォアグラソテー トリュフ入りソース」（ディナー）、「パルマ産生ハム」

（ディナー）をクリスマス限定でご提供いたします。さらに、ブッフェならではの特製クリスマスス

イーツ「ビッグクリスマスショートケーキ」が登場します。 

 

■期間：2016 年 12 月 22 日（木）～25 日（日） 

■時間：ランチ  11:30～15:30 （各 110 分制） 

1 部 11:30～13:20 ／2 部 13:40～15:30 

      ディナー 17:00～21:30 （各 120 分制） 

1 部 17:00～19:00 ／2 部 19:30～21:30 

■料金：＜ランチブッフェ＞ 

大人         お一人様 \4,200 

      小学生        お一人様 \2,100 

      4 歳以上の未就学児   お一人様 \1,100 

 

＜ディナーブッフェ＞ 

大人         お一人様 \6,000 

      小学生        お一人様 \3,000 

      4 歳以上の未就学児   お一人様 \1,500 

 

 

 

 

 

 

■ロビーラウンジ「シーウインド」（2F） 

『アフタヌーンティーセット～Christmas ver.～』 

シェフ特製のクリスマス限定スイーツ、スコーン、サンドウィッチのほか、クリスマスには欠かせ

ないドイツの伝統菓子“シュトレン”をセットしたアフタヌーンティーセットをご提供いたします。テ

ィータイムメインの紅茶は、190 年以上の歴史あるドイツの老舗紅茶メーカーの「ロンネフェルト」

から 7 種類ご用意いたしました。 

 

■期間：2016 年 11 月 15 日（火）～12 月 25 日（日） 

■時間：11:30～21:00 【2 時間 30 分】 

■料金：お一人様 \3,704 

 

 

 

 

 

 

 

 

【ご予約・お問合せ】 

10/1（土）～受付  

レストラン総合予約 045-411-1188（10:00～20:00） 

クリスマス特設サイト http://www.yokohamabay-sheraton.co.jp 

※写真はすべてイメージです。 
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 【 クリスマス ディナー＆ランチ概要  】 

 
メニュー名 料金 提供日時

【クリスマス　エレガンスランチ】
●魚介類のマリネ　クリスマスバージョン　冬の庭園をイメージして
●野菜たっぷりクラムチャウダー
●平目の蒸し焼き 海老風味のソースと共に
●牛フィレ肉とフォアグラのロッシーニ仕立て
　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
●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
　または、ムース・オ・ショコラ　クリスマスリース仕立て（+\600）
　または、季節のフルーツ盛り合わせ
●パンとコーヒー

￥5,500

※メインディッシュを追加で
きるアップグレード
メニュー　+￥4,180

　サービス料10%込

消費税別途

　●期間：
　　2015年12月19日（月）

　　　　～12月25日（日）

　●時間：11:30～14:30

　※23～25日は全席2時間制

　※窓側の席のご予約は
　　11:30～、13:40～のご案内

【クリスマス デライトアワー】

[スペシャルメニュー]

●ベイ・ビュー特製　ローストビーフ　※お客様の目の前で切り分けます。
[メインメニュー]

●本日の魚料理or肉料理　※お席までお持ちいたします。

[ブッフェメニュー]

●本日のアペタイザー各種
●ベジタブルスティック
●本日のパスタ／本日の煮込み料理
●チーズの盛り合わせ
●トルティーヤチップス　ディップ添え
●ホテルメイドのパン各種
●デザート・フルーツ各種
[お飲物]

●カクテル20種

●赤ワイン2種（ライトボディー・フルボディー）

●白ワイン2種（辛口・甘口）

●「ベイ・ビュー」特製サングリア
●ソフトドリンク7種（コーラ、ジンジャエール、オレンジジュース、

　グレープフルーツジュース、ウーロン茶、コーヒー、紅茶）

※オプション：（＋価格は、追加料金）
A）スパークリングワイン＋カクテル20種類　＋￥1,100

B）エクストラコールド＋スパークリングワイン　＋￥1,320

C）エクストラコールド＋カクテル20種類　＋￥1,540

D）スパークリングワイン＋カクテル20種類＋エクストラコールド　＋￥1,870

スカイラウンジ「ベイ・ビュー」　（28F）

【クリスマスディナー】
●プラムソースとフォアグラプリン　パンデピスを添えて
●マグロと平目のリース風　サラダ仕立て
　カラスミとキャビアを乗せて　ビネグレットソース
●タラバ蟹とカニミソのチュイル
　マッシュルームとカリフラワーのスープ
●伊勢海老のソテー　紫キャベツとフランボワーズのソース
　リースリングの泡とグレープシードオイルのハーブドレッシング
●鮑のステーキ　肝ソースとヴァンブランマスタードソース
　フレッシュトリュフを散りばめて
●さがみサラダ
●“松阪牛（50g）”と“神戸牛（50g）”の食べ比べ
●御飯・伊勢海老の味噌汁・香の物
●クリスマスデザート
　ファーブルトンにマロンペーストのモンブラン　イチゴのミニパフェ
●コーヒーまたは紅茶

 ￥33,000

　サービス料10%込

消費税別途

　●日時：

　　2016年12月22日（木）

　　   　～12月25日（日）

　　　＊1部17:30～20:00

　　　 　または

　　　 　18:00～20:15

　　　＊2部20:15～

　　　  　または

　　　　  20:30～

鉄板焼「さがみ」　（28F）

【クリスマスディナー】
●フォアグラのロワイヤル　ロッシーニ風　フランス産トリュフ
●魚介類のマリネ　冬の庭園をイメージして ウニ・イクラ・キャビア添え
 （クリスマスバージョン）
●甘鯛の松笠焼きとスカンピと帆立貝のポワレ
　ジュ・ド・ラングスティーヌとサバイヨンソース
●黒毛和牛フィレ肉のローストの赤ワイン煮込み
　フランス産キノコとセロリラブのピューレを添えて
●柑橘のパフェ
●ムース・オ・ショコラ　クリスマスリース仕立て
●小菓子とコーヒー
●パンとバター

￥22,000

　サービス料10%込

消費税別途

　●日時：
　　2016年12月22日（木）

　　　＊17:30～20:00

　　2016年12月23日（金祝）

　　　　～12月25日（日）

　　　＊1部17:30～19:30

　　　＊2部20:00～22:00

※ディナー終了後、通常営業
（カクテルタイム）

￥6,600

※お一人様分

サービス料10%込

消費税別途

　●期間：平日限定
　　2016年12月1日（木）

　　   　～12月21日（水）

　●時間：17:30～21:00

　　　　　（3時間制

　　ラストオーダー30分前）
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【クリスマスディナーコース】
<￥13,200コース>

●焼き物入り前菜盛り合わせ
●海のコラーゲン入り極上スープ
●活鮑のオイスターソース煮
●干し貝柱入り琵琶型豆腐　北京ダック添え
●イリアンタイガー海老のトマト煮込み
●旬魚のXO醤蒸しご飯

●香港スイーツの盛り合わせ

￥9,900 コース

￥13,200 コース

サービス料10%込

　　　消費税別途

　●期間：
　 　2016年12月22日（木）

　　      　～12月25日（日）

　●時間：17:30～20:30

オールデイブッフェ「コンパス」　（2F）

【クリスマス　スペシャルランチ】
（ランチA)

●食前のお愉しみ

●リゾーニとたっぷり野菜のミネストローネ

●さがみサラダ

●焼き野菜

●特選和牛100ｇ（フィレ50g、サーロイン50g）

　または、極上“飛騨牛”100g（フィレ50g、サーロイン50g）+￥2,200

●御飯・味噌椀・香の物

●マシュマロとバニラアイスのストロベリージュビレ

●コーヒーまたは紅茶

　　　ランチA　￥6,600

　

　　　サービス料10%込

　　　消費税別途

　　　ランチD　￥13,200

　　　サービス料10%込

　　　消費税別途

　●期間：
　　2016年12月19日（月）

　　   　～12月25日（日）

　●時間：11:30～14:30

【クリスマスブッフェ】
<パフォーマンスメニュー>

●黒毛和牛のローストビーフ　カッティングサービス

●【ランチ】ローストチキン　トリュフリゾット添え
●【ディナー】フォアグラソテー　トリュフソース
●【ディナー】パルマ産生ハムのカッティングサービス
●揚げたて天ぷら
●ビッグクリスマスショートケーキ　カッティングサービス

<ブッフェメニュー>

●パエリア　コンパススタイル
●ラザニア　エミリア風
●本日の魚料理　シェフスタイル
●ホテルメイドブレッド（クグロフ・シュトレンなど）
●三崎直送 本マグロの握り寿司（ディナー）

●点心
●シェフおすすめ「麺」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　など

　　　＜ランチブッフェ＞
　大人　　　　　　    　     ￥4,200

　小学生　　　　　　　　　￥2,100

　4歳以上の未就学児　￥1,100

　　＜ディナーブッフェ＞
　大人　　　　　　    　     ￥6,000

　小学生　　　　　　　　　￥3,000

　4歳以上の未就学児　￥1,500

※全て、お一人様分、消費税込

　●期間：
　　2016年12月22日（木）

　　   　～12月25日（日）

　●時間：
＜ランチ＞
11:30～15:30　（各110分制）

　1部11:30～13:20

　2部13:40～15:30

＜ディナー＞
17:00～21:30　（各120分制）

　1部17:00～19:00

　2部19:30～21:30

（ランチB)

●食前のお愉しみ

●リゾーニとたっぷり野菜のミネストローネ

●さがみサラダ

●焼き野菜

●極上“飛騨牛”100ｇ（フィレ50g、サーロイン50g）

　または、極上和牛“神戸牛”100g（フィレ50g、サーロイン50g）+￥4,400

●御飯・味噌椀・香の物

●マシュマロとバニラアイスのストロベリージュビレ

●コーヒーまたは紅茶

　　　ランチB　￥7,700

　

　　　サービス料10%込

　　　消費税別途

（ランチC)

●食前のお愉しみ

●リゾーニとたっぷり野菜のミネストローネ

●帆立のソテー　吉野葛の和風ソース　彩り野菜と共に

●さがみサラダ

●活伊勢海老のソテー
　紫キャベツとフランボワーズビネガーソース

●焼き野菜

●極上“飛騨牛”100ｇ（フィレ50g、サーロイン50g）

　または、極上和牛“神戸牛”100g（フィレ50g、サーロイン50g）+￥4,400

●御飯・味噌椀・香の物

●マシュマロとバニラアイスのストロベリージュビレ

●コーヒーまたは紅茶

　　　ランチC　￥10,450

　

　　　サービス料10%込

　　　消費税別途

（ランチD)

●食前のお愉しみ

●リゾーニとたっぷり野菜のミネストローネ

●フォアグラとピオーネ　赤ワインソースにミックスベリー

●さがみサラダ

●活鮑のソテー　肝ソースとシャンパンソース
●焼き野菜

●極上“飛騨牛”100ｇ（フィレ50g、サーロイン50g）

　または、極上和牛“神戸牛”100g（フィレ50g、サーロイン50g）+￥4,400

●御飯・味噌椀・香の物

●マシュマロとバニラアイスのストロベリージュビレ

●コーヒーまたは紅茶

中国料理「彩龍」　（3F）
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横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズの、2016 年のクリスマスは「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”」をテーマに、高さ 8ｍのクリスマスツリーを中

心にした館内のイルミネーションやロビーコンサート、SNS のキャンペーンなどでお客様のクリ

スマスを演出します。 

 

■8mのクリスマスツリー 

設置場所：メザニンロビー （1F） 

 設置期間：2016年11月15日（火）～12月25日（日） 

 点灯時間：16：30～24：00 

 高さ：約8m 電球：約5000球 

 

今年のクリスマスツリーは Sheraton のグローバルデザイ 

ンを生かし「Blue」と「Silver」を基調にデザインし、 

Sheraton ロゴのモチーフであるローレルの葉をイメージ 

したオーナメントと、昨年の 2 倍のイルミネーションを 

装飾します。「ゴールドの輝かしい光」と「ホワイトの 

涼しげな光」を組み合わせ、ロビーの中でひときわ輝き 

を放つメモリースポットとなることでしょう。その他、 

各レストランでも統一されたクリスマスのイルミネー 

ションでお客様をお迎えします。 

 

 

 

 

■サプライズプロポーズプラン ～Love’s Start Chirstmas 2016～ 

 当ホテルでは、カップルのプロポーズシーンを応援するサプライズプロポーズプラン「らぶすた」

を通年で提案しています。 

クリスマス期間中は 1Fメザニンロビーのクリスマスツリーの下にプロポーズスポットを特別に設

置。一日一組様限定で、ウエディングコンシェルジュがプロポーズの演出をサポートし、一生の思い

出に残る素敵なプロポーズストーリーをお手伝いいたします。 

 

実施日時：2016年12月23日（金・祝）、24日（土）、25日（日）の3日間 

 実施場所：1Fメザニンロビー クリスマスツリー 

 参加料金：￥10,000（税込） 

 参加条件：1 日 1 組・神奈川県在住者（どちらかが）限定・先着順、12 月 12 日（月）までの事前予

約、来館打合せ可能 な方・プロポーズが成功したら SNS への投稿可能な方 

（当ホテルですでにご成約済みの方は対象外) 

予約期間：2016 年 9 月 27 日（火）～2016 年 12 月 12 日（月） 

ご予約・お問合せ：ウエディング直通 TEL：045-411-1122 （10:30～19:00） 
 

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 

クリスマス イルミネーション＆プロモーション 

【プロポーズプラン／ロビーコンサート／SNS キャンペーン】 

 

※写真はすべてイメージです。 
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[プラン内容] 

・銀座ダイヤモンドシライシ「オリジナルネックレス or 

ピアス」をプレゼントします 

・ツリーの下の特別「プロポーズスポット」ご利用いただ 

けます。 

・プロポーズ成功後におふたりを撮影し、「ホテルオリジ 

ナルフォトフレーム」に入れてプレゼントします。 

・ご希望により、スタッフによる「フラワーシャワー」や 

「手持ちパネル」の等「祝福」演出付き。 

 

[シェラトン成約特典] 

・当ホテルでご婚礼をご成約いただくと想い出のロビーでの 

「ロビー挙式」をプレゼント 

（￥172,800 相当、40 名様以上のご婚礼が対象となります。） 

※協賛：銀座ダイヤモンドシライシ/第一園芸 

 

■クリスマスSNSキャンペーン 

「あなたの投票で1位が決まる！クリスマスケーキ選手権2016」 

期間：2016年11月18日（金）～ 12月18日（日）23：59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内容：InstagramまたはTwitterのタイムライン上にて、ペストリーシェフ武藤修司の新作クリスマスケ

ーキの人気コンテストを行います。人気No.1のケーキを選んでいただいた方の中から、抽選でクリス

マスケーキやホテルオリジナルグッズをプレゼントいたします。ホテル公式のIntagram,Twitterをフォ

ローいただき、投票したいケーキにいいね！＆コメント、またはリツイートするだけで応募が完了し

ます。期間中ホテル公式ホームページ内に特設ページが開設されます。 

 

■Christmas Lobby Concert 

クリスマスを音楽で彩る 3 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：2016年 12月 23日（金・祝）、24日（土）、25日（日） 各回 30分間ステージ 

1
st
 ステージ 15:00～ ／ 2

nd
 ステージ 16:30～  

実施場所：メザニンロビー（1Ｆ） 

 

♪12月 23 日(金・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 

して活動を続けています。小学生から大学生までが月 4 回 

（日・土）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 

に励んでいます。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ます。 

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

 

※写真はすべてイメージです。 

らぶすたスポット（昨年の様子） 

http://www.geocities.jp/kanazawa_jc/syokai.html
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♪12月 24 日(土) 宮本 史利 【オペラ歌手・バリトン】 

横須賀市出身。横須賀市立馬堀中学校、神奈川県立横須賀高校、 

横浜市立大学商学部、東京芸術大学声楽科を経て、パルマ国立音 

楽院３年コースを満点で卒業。２００８年より、２０世紀最高の 

ソプラノ歌手の一人、ミレッラ・フレーニの下で歌の研鑽を積む。 

日本では地元横須賀を中心に未就学児対象のコンサート、病院等 

のコンサートによるボランティア活動から、東京をはじめとした 

各地でのリサイタルまで、幅広く演奏活動を行い、イタリアでも 

各地のコンサートに出演している。一般社団法人よこすかの音楽 

家を支援する会所属。 

http://www.yokosuka-ymsa.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

♪12月 25 日(日) クリスタル・ビーズ 【ゴスペル】 

"クリスタル・ビーズ“は日本のゴスペル指導の第一人者 

である粟野めぐみをディレクターとして、新宿シャローム 

教会をベースに活動しているゴスペルクワイアです。 

「ひとりひとりが一粒のクリスタルのような透明な心で、 

ネックレスのように一つになって神様を賛美する」という 

意味で名付けられたクリスタル・ビーズ。 

2013 年には、同名のファースト・アルバムをリリース。 

辛いときは共に涙を流し、嬉しいときは共に喜び、感謝の 

心で神様の愛とその恵みを伝えていきたいと、教会をはじ 

め、病院、デイケアセンター等で賛美しています。 

http://crystalbeads.jimdo.com/ 

 
 

 

※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。 

 

 

 

 

【ロビーコンサートに関するお問合せ先】 

セールス＆マーケティング部 マーケティング 045-411-1157 

（直通 平日 9:30～18:00） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※写真はすべてイメージです。 

http://crystalbeads.jimdo.com/
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■シェラトンクリスマスプラン 2016 フルーツ＆スパークリングプラン 

期間：2016 年 12 月 19 日（月）～12 月 25 日（日） 

料金：ツインまたはダブル お一人様 ￥16,000～￥26,000 

内容：ルームサービスでフルーツバスケット、スパークリングワイン付、ご朝食 

 

■シェラトンクリスマスプラン 2016 クリスマスケーキプラン 

期間：2016 年 12 月 21 日（水）～12 月 25 日（日） 

料金：※未定※ 

内容：数々のお菓子の世界大会で優秀な成績を収めた武藤修司シェフのスペシャリテ、クリスマ

スケーキ(5 種類から 1 つお選びください。) 、ワンドリンク付、ご朝食 

 

■シェラトンクリスマスプラン 2016 インルームディナープラン 

期間：2016 年 12 月 22 日（木）～12 月 25 日（日） 

料金：ツインまたはダブル お一人様 ￥31,000～￥44,000 

内容：ルームサービスでクリスマスディナー、スパークリングワイン付、ご朝食 

   ラグジュアリフロアー（20F～25F）ベイブリッジビューツインルーム指定 

   ゲストルームには 2016 年オリジナルクリスマスオブジェをディスプレイ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

【ご予約・お問合せ】 

宿泊予約：045-411-1133 （直通 9：00～20：00） 

公式ホームページ：http://www.yokohamabay-sheraton.co.jp/ 

 
 

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 

クリスマス宿泊プラン 

 

※写真はすべてイメージです。 

【ルームサービス】クリスマスディナー 
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横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、2016 年クリスマスディナーショーを開催いたします。

12 月 24 日（土）に「森山良子 クリスマスプレミアムショー2016」を、12 月 25 日（日）に「今井美

樹 クリスマスディナーコンサート 2016」を、クリスマス特別料理と共にお楽しみいただけます。 
 

【森山良子 クリスマスプレミアムショー 2016   実施概要 】 
 

■開催日時 ：2016 年 12 月 24 日（土） 

【第 1 部】 受付／14:30～ お食事／15:00～ ショー／16:30～ 

【第 2 部】 受付／18:30～ お食事／19:00～ ショー／20:30～ 

 ■会     場 ：横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ 大宴会場「日輪」5F  

 ■発  売  日 ：2016 年 9 月 5 日（月）10:00 〜   電話／オンラインショップ他 

 ■販売価格 ：お一人様／￥30,000 ≪全席指定≫（ショー／クリスマス特別料理 

／フリードリンク／サービス料／税金） 

                【割 引】 早割料金（9/5～9/30） お一人様／￥29,000 

                   【宿 泊】 特別宿泊プランあり 

 ■主     催 ：横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ 

 ■協     賛 ：相鉄ホールディングス株式会社  
 

【今井美樹 クリスマスディナーコンサート 2016   実施概要】 
 

■開催日時 ：2016 年 12 月 25 日（日） 

【第 1 部】 受付／15:00～ お食事／15:30～ コンサート／17:00～ 

【第 2 部】 受付／19:00～ お食事／19:30～ コンサート／21:00～ 

 ■会     場 ：横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ 大宴会場「日輪」5F  

 ■発  売  日 ：2016 年 9 月 5 日（月）10:00 〜   電話／オンラインショップ他 

 ■販売価格 ：お一人様／￥38,000 ≪全席指定≫（コンサート／ 

クリスマス特別料理／フリードリンク／サービス料／税金） 

                【割 引】 早割料金（9/5～9/30） お一人様／￥37,000              

      【宿 泊】 特別宿泊プランあり 

 ■主     催 ：横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ 

 ■協     賛 ：相鉄ホールディングス株式会社  

 

【備考】 

※チケットは全席指定、一枚に付きお一人様限りの入場とさせていただきます。 

  ※会場内は全席禁煙とさせていただきます。喫煙コーナーを別室にてご用意しております。 

  ※コンサート中の録音、ビデオ、カメラ撮影、携帯電話のご使用は固くお断りいたします。 

  ※小学生以下のお子様のご入場はご遠慮いただいております。 

  ※紛失等によるチケットの払い戻し、及び再発行はいたしませんのでご注意ください。 

  ※当日は駐車場の混雑が予想されますので、最寄りの交通機関をご利用ください。 

      また、お車を運転される方の飲酒は固くお断りいたします。 
 

【ご予約・お問合せ】 

宴会予約：045-411-1126 （直通  10:00～19:00） 

公式ホームページ：http://www.yokohamabay-sheraton.co.jp/ 

オンラインショップ：http://www.yokohamabay-sheraton-shop.com/ 

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ 2016 クリスマスディナーショー 
 

『森山良子 クリスマスプレミアムショー 2016』 

『今井美樹 クリスマスディナーコンサート  2016』 

http://www.yokohamabay-sheraton-shop.com/

