2016 年 8 月 25 日

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ

“Memories

2016 クリスマスディナーショー

on you”

『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』
心温まる感動的なクリスマスを一夜限りの特別なフランス料理と共に
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。
今年デビュー50 周年を迎える森山良子さんは、「涙そうそう」「さとうきび畑」をはじめとする
数々のヒット曲を生み出し、名実ともに日本のトップシンガーとして活躍されています。森山さんの
透明感のある歌声と圧倒的な歌唱力はもちろん、みなさまを笑顔にする軽快なステージトークもお楽
しみいただけます。
今井美樹さんは｢瞳がほほえむから｣「PIECE OF MY WISH」「PRIDE」など数々のヒット曲から、
等身大の歌詞と透明感溢れる歌声で多くの方を魅了し、男女問わず幅広い層に支持されています。歌
手として女優として輝き続ける今井さんの澄んだ歌声が会場のみなさまを優しく包み込みます。
また、ホテルならではの豪華なディナーは、当ホテルの
洋食総料理長 赤見雅宣が、各ショーイメージとクリスマス
にふさわしいフランス料理の特別コースをご提供いたします。
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズでは、2016 年の
クリスマスを「Memories on you」のテーマで、“みなさ
まの心にいつまでも想い出に残る、温もり溢れるクリスマ
ス”のお食事・宿泊プランなど、様々な企画を通してご
提案する予定です。

森山 良子さん

クリスマス特別コース（イメージ）

今井 美樹さん

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
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クリスマスプレミアムショー 2016 実施概要 】
：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～
：横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ 大宴会場「日輪」5F
：2016 年 9 月 5 日（月）10:00 〜 電話／オンラインショップ他
：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 ※含むものは同上
【宿 泊】 特別宿泊プランあり
：横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ
：相鉄ホールディングス株式会社

クリスマスディナーコンサート 2016 実施概要】
：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～
：横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ 大宴会場「日輪」5F
：2016 年 9 月 5 日（月）10:00 〜 電話／オンラインショップ他
：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 ※含むものは同上
【宿 泊】 特別宿泊プランあり
：横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ
：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】 ※2016 年 9 月 5 日(月) 10：00 より発売開始
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/

森山良子 プロフィール
森山良子（もりやま りょうこ）／歌手
1967 年「この広い野原いっぱい」でデビュー。その後、ミリオンセラー「禁じられた
恋」をはじめ「涙そうそう」、「さとうきび畑」、「あなたが好きで」など、数々の
ヒット曲を生み出す。透明感のある歌声と歌唱力で、名実ともに日本のトップシンガ
ーに。1998 年、長野冬季オリンピック開会式式典にて、テーマソング「明日こそ、子
供たちが…」を歌い、その模様が世界中に放映される。2002 年、第 44 回日本レコード
大賞において最優秀歌唱賞、金賞（「さとうきび畑」）、作詩賞（「涙そうそう」）
を受賞し 3 冠を達成。2005 年、愛・地球博（愛知万博）開会式にて公式ソング「マザ
ーアース」を披露。2006 年、第 48 回日本レコード大賞で「涙そうそう」が特別賞を受
賞。2007 年、「2006 年度 芸術選奨 文部科学大臣賞」「第 49 回毎日芸術賞」受賞。
2008 年、「紫綬褒章」受章。2013 年、初めてクラシックを歌ったアルバム「Ryoko
Classics」を発表。以降、オーケストラとの共演による「Ryoko Classics シンフォニッ
ク・コンサート」を各地で開催し好評を博している。これまでに歌手としての活動の
傍ら、映画・ドラマ・声優・バラエティーに出演し幅広いフィールドで活躍。2015 年
9 月より、ニッポン放送「オールナイトニッポン MUSIC10」にて月曜日のレギュラー
パーソナリティーを務めている。今年、2016 年 1 月にデビュー50 周年イヤーを迎え、
4 月には記念アルバム「Touch me…」（ドリーミュージック）の発売、全国コンサー
トツアーを開催中。

今井美樹 プロフィール
今井美樹（いまい みき）／歌手
1986 年シングル「黄昏のモノローグ」で歌手デビュー。CM・ドラマ・映画等、活動
の幅を広げながら、「瞳がほほえむから」「PIECE OF MY WISH」「PRIDE」等、
数々の大ヒット曲を発表。等身大の歌詞と透明感溢れる歌声で、男女問わず幅広い層
に支持される。2013 年秋には松任谷由実さんのカバーアルバム「Dialogue」を発表。
このアルバムは日本レコード大賞企画賞を受賞。翌年 2014 年には３年ぶりになるツア
ーに多くのファンが駆けつけた。2012 年家族で英国に移住後も、東京 FM 系全国フル
ネットのレギュラーラジオ番組「LOVE UNITED」（TOKYO FM・毎週日曜 12:30〜、
JFN 系）、カネボウ「EVITA」の CM のイメージモデルを務めるなど、世代を超えた
女性たちのミューズとして人気は絶大である。
2015 年 1 月には英国移住後初のロンドンコンサートを開催、現地に住む多くの日本人
を魅了した。その年 5 月には、6 年ぶりのオリジナルアルバム「Colour」を、10 月に
は歌手デビュー30 周年記念オールタイム・ベストアルバム「Premium Ivory」をリリー
スし、全国ツアーを敢行。2016 年１月にはロンドンでは２度目となるコンサートも開
催した。

シェラトン ホテル＆リゾートについて
スターウッドホテル＆リゾートワールドワイドの最大かつ最もグローバルなブランドとして、世界 75
カ国以上に 430 軒以上のホテルを擁するシェラトンホテル＆リゾートは、旅は共有することでより素晴
らしいものになるという信念に基づき、シェラトンクラブラウンジの他、新たに小皿料理のメニューも
とり入れ、極上のワインや地ビールなどと共にお楽しみいただける『ペアド』プログラムを通じて、お
客様同士がつながることができる空間をご提供しています。また今年、シェラトンのグローバルな超一
流ホテルとしての地位をさらに強化すべく、10 のテーマからなるプラン「シェラトン 2020」が始まり
ました。シェラトンブランドでは、スターウッドが擁する他のブランドと同様、業界でも最も内容豊富
なロイヤルティプログラムであるスターウッドプリファードゲスト（SPG®）プログラムがご利用いた
だけます。詳しい内容は www.sheraton.com をご覧ください。シェラトンの最新情報は、ツイッターお
よび Instagram では@sheratonhotels、フェイスブックは facebook.com/Sheraton で確認できます。

