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横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、2019 年クリスマステーマに“Sparkling Holidays at 

Sheraton Christmas 2019”と題し、クリスマスケーキをはじめ、レストランメニュー、宿泊プラン、

館内クリスマスディスプレイに至るまで、ご提供するひとつひとつに新たな出会いや発見があり、ま

た幸せな時間を共有する場所になりますことを心より願い、煌めくクリスマスシーズンに相応しい商

品をご用意いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ  

Sparkling Holidays at Sheraton Christmas 2019 
～よき日よき人と喜びを共にする、横浜ベイシェラトンのホリデイシーズン～ 

 

青いバラのクリスマスツリー登場 

2019 年 12 月 02 日 

 

  



 

 

 

 

今年のクリスマスツリーには、2019年 7月にリニューアルしましたメザニンロビーのコンセプト

カラー「ヨコハマ ネイビー ブルー」を起用し、新たに生まれ変わった空間との調和を大切にしてお

ります。オーナメントは、Sparkling バルーン、青いバラ、ユーカリの葉をモチーフに使用。「Spar

kling バルーン」は煌めきと閃きが泡のように沸き立つイメージを表現。「ユーカリ」は花言葉「新

生」を意味し、メザニンロビーが訪れる皆さまのコミュニティスペースへ生まれ変わった象徴として

使用。そして「青いバラ」は、横浜市の花であるバラとロビーのコンセプトカラーであるブルーとを

掛け合わせ、「青いバラ」の花言葉「奇跡・夢が叶う」に思いを込め、今年のホリデイシーズンを彩

ります。 

■設置場所：メインロビー（1F） 

 ■設置期間：11月15日（金）～12月25日（水） 

 ■高  さ：約4.7m 

 

クリスマスツリー 



 

 

 

 

 

金沢尐年尐女合唱団 【混声合唱】 

■日時：12 月 21日（土） 

第 1部 14:30～ / 第 2部 16:00～ 

 

当ホテルの開業以来クリスマスのステージをつとめている 

児童合唱団。小学生から大学生までの混声合唱でクリスマス 

気分を盛り上げる曲をお届けします。 

 

 

クリスタル・ビーズ 【ゴスペル】 

■日時：12 月 22日（日） 

第 1部 14:30～ / 第 2部 16:00～ 

クリスタル・ビーズ“は日本のゴスペル指導の第一人者 

である粟野めぐみ氏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。 

 

※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。 

 

 

【プロモーション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（平日 9:30～18:00） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリスマスロビーコンサート 



 

 

 

 

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、クリスマス スペシャルメニューを各レストラン

にてご用意いたしております。 

■フレンチ「ベイ・ビュー」（28F） 

『 Sparkling Holidays Christmas Dinner』 

ホテル最上階からの横浜港の煌めく夜景と共に、厳選食材を使用したフレンチのフルコースをご提供

いたします。 

■日時：12月 20日(金)～12 月 25日(水) 17:30～20:30 

■料金：\23,000 

 

『Sparkling Holidays Christmas Lunch』 

フルコースのフレンチをお楽しみいただける「エレガンス ランチ」をクリスマス期間限定の豪華食

事を使用した特別仕立てでご提供します。 

■日時：12月 16日(月)～12 月 25日(水) 11:30～14:30（L.O） 

■特別メニュー料金：12月 21 日(土)～12月 25 日(火) ￥6,000 (※通常\5,500) 

 

■鉄板焼「さがみ」（28F） 

『Sparkling Holidays スペシャルディナー2019』 

シェフ厳選の高級銘柄和牛がメインディッシュのディナーコースをご用意いたします。最上階からの

夜景とともに鉄板焼「さがみ」で極上のクリスマスをお過ごしください。 

■日時：12月 21日（土）～12月 25日（水）17:30～21：00 

■料金：￥20,000～ 
 

『Sparkling Holidays スペシャルランチ 2019』 

やわらかな肉質、まろやかな風味、豊潤な味わいが自慢の高級銘柄和牛がメインディッシュのク

リスマス限定ランチをご提供します。臨場感あふれるパフォーマンスを目の前に、鉄板焼「さが

み」で極上のクリスマスをお過ごしください。 

■日時：12月 21日（土）～12月 25日（水）11:30～14:30（L.O） 

■料金：￥8,800～ 

 

■中国料理「彩龍」（3F） 

『クリスマスコース』 

彩龍自慢の焼き物の前菜から、海のコラーゲン入りスープや鮑、ローストチキンなどクリスマス

期間限定の特別コースをご用意いたしました。点心師によるスイーツもクリスマスをあしらいま

した。 

■日時：12月 21 日（土）～12月 25日（水） 

ランチタイム 月～金 11:30～14:30（L.O）  土日祝 11:00～15:30（L.O） 

ディナータイム 17:30～21：00（L.O） 

■料金：￥12,100 

クリスマス スペシャルメニュー 



 

 

■オールデイブッフェ「コンパス」（2F） 

『クリスマスブッフェ』 

ご家族やご友人、大切な方々との楽しく美味しいクリスマスのお食事にぴったりの「コンパス」

では、ディナー限定のパフォーマンスメニューに“フォアグラの鉄板焼き キノコとパルミジャ

ーノのリゾット添え“を、またクリスマスランチ限定のパフォーマンスメニューに“ローストチ

キン チーズとトリュフポテト添え“をご提供いたします。 

■期間：12月 21日(土)～12 月 25日(水) 

■時間：ディナー 17:00～21:30 1部 17:00～19:00／2部 19:30～21:30 (各 120分制) 

ランチ  11:30～15:30 1 部 11:30～13:20／2部 13:40～15:30 (各 110分制) 

■料金：＜ディナーブッフェ＞ 

大人 ￥7,800   小学生 ￥3,900   4歳以上の未就学児 ￥1,950 

 料金：＜ランチブッフェ＞ 

大人 ￥5,000   小学生 ￥2,500   4歳以上の未就学児 ￥1,250 

 

 

■ラウンジ「シーウインド」（2F） 

『アフタヌーンティーセット～クリスマス～』 

3 段のハイティースタンドに、クリスマス限定のシェフ特製クリスマススイーツ、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”をセットにしたアフタ

ヌーンティーセットをご提供いたします。お飲物はコーヒーまたは 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合計 20種類よりセレクトいただけ、異なる種類の飲み替えが出来

ます。 

■期間：11月 1 日（金）～12月 25日（水） 

■時間：12:00～20:00 

■料金：¥4,167 

 

 

 

 

【レストランに関するご予約・お問合せ】 

レストラン総合予約 045-411-1188（10:00～19:00） 

■備考（すべて共通） 
 ※最新の情報はホテル公式ホームページにて案内しております。 

※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。 

 ※仕入れの状況により、一部料理内容の変更または盛り付け等が変わる場合があります。 

 ※写真はすべてイメージです。 

 

 



 

 

  

 

 

■クリスマスステイプラン 2019 

 

煌めく夜景を眺めながらレストランで特別ディナーコース、またはお部屋でゆっくりインルームダイ

ニングをお楽しみいただくプランをご用意しました。 

 

フレンチ「ベイ・ビュー」クリスマスディナープラン 

■ 期間： 12 月 21 日（土）～25 日（火）5 日間 

■ 内容： 1 泊 2 食付  

     朝食、フレンチ「ベイ・ビュー」クリスマスディナー/ハーフシャンパンボトル１本 

■ 料金： 1 室 1 名様 ￥82,000～ 

 

インルームダイニング クリスマスディナープラン 

■ 期間： 12 月 21 日（土）～25 日（火）5 日間 

■ 内容： 1 泊 2 食付  

朝食、ルームサービス ディナーコース、ハーフシャンパンボトル 1 本 

■ 料金： 1 室 1 名様 ￥57,000～ 

 

  

 

■備考 

 ※最新の情報はホテル公式ホームページにて案内しております。 

※表示料金はサービス料 10％・税金を含みます。 

 ※仕入れの状況により、一部料理内容の変更または盛り付け等が変わる場合があります。 

 ※写真はすべてイメージです。 

 

 

 

クリスマス宿泊プラン 

客室（イメージ） 

 

 

ディナーコース（イメージ） 

 

 

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。 

https://www.marriott.com/loyalty.mi

