2018 年 3 月 23 日

～20 周年の感謝を込めて、最高の笑顔と感動を皆さまにお届けします～

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ

開業 20 周年企画のご案内

第三弾！

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、2018 年 9 月 24 日(月・祝)に開業 20 周年を迎えるにあたり、4 月 1
日(日)～2019 年 3 月 31 日(日)までを開業 20 周年記念期間とし、感謝の気持ちを込めた様々な催事企画や宿泊プ
ラン、レストランプラン、ウエディングプランなどをご用意いたします。
「開業 20 周年記念ウエディングプラン」、「開業 20 周年記念オールデイブッフェ コンパス改装・リニューア
ルオープン」につづく第三弾として、この度レストランとラウンジの特別メニューとご宴会プランをご紹介いた
します。

【開業 20 周年

毎月 20 日は 20％OFF DAY】

（平日限定）
2018 年 4 月～2019 年 3 月の期間、毎月 20 日は対象店舗で対象メニューが 20％OFF となります。

■対象日：2018 年 4 月 20 日（金）、6 月 20 日（水）、7 月 20 日（金）、8 月 20 日（月）、
9 月 20 日（木）、11 月 20 日（火）
■対象日：2019 年 2 月 20 日（水）、3 月 20 日（水）

■対象レストラン＆メニュー：
スカイラウンジ「ベイ・ビュー」(28F)
●エレガンス ランチ
￥4,400 →
●フレンチディナー
￥8,800 →

￥3,520
￥7,040

鉄板焼「さがみ」(28F)
●ブランド牛ランチ
●シェフ厳選ディナー

￥8,800
￥14,960

日本料理「木の花」(8F)
●ランチ 彩膳
●楽コース

￥11,000 →
￥18,700 →

※4/26 より料金の改定あり

￥5,500 →
￥13,750 →

￥4,400
￥11,000

横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズ
〒220-8501 神奈川県横浜市西区北幸1-3-23 T－045 411 1111 F―045 411 1343
ＵＲＬ：www.yokohamabay-sheraton.co.jp
ＦＢ：www.facebook.com/YokohamaBaySheraton
TW：twitter.com/yokohamsheraton Instagram：www.instagram.com/sheratonyokohama/

中国料理「彩龍」(3F)
●彩ランチ
●ディナー 翡翠コース

￥4,400
￥8,800

→
→

￥3,520
￥7,040

オールデイブッフェ「コンパス」(2F)
●ランチブッフェ(大人)
￥3,520
●ディナーブッフェ（大人）￥4,950

→
→

￥2,816
￥3,960

※4 名様以上のご利用で最大 20 名様まで。
※予約時に 20％OFF Day ご利用の旨お伝えください。
※各店舗先着 20 組様。

【開業 20 周年 日本料理「木の花」懐石カウンター「大人の隠れ家」】
樹齢 150～200 年の木を切り出して作った「タモ
の木」のカウンター。全ての広葉樹の中でも際
立った存在感を誇り、材となってもその神秘的
な美しさは「白木の女王」とも讃えられていま
す。この懐石カウンターにて、日本料理長 富田
が自ら素材を吟味して献立を作り、季節、味、
雰囲気共に「和」の世界を存分に堪能していた
だきます。厳選された日本酒もご用意しており
ます。

■対象日：4 月 13・20 日、5 月 11・18 日、
■対象日：6 月 8・15 日、7 月 13・20 日、
■対象日：8 月 10・17 日
※毎月第 2・3 金曜日

■時 間：19：00～
■料 金：お一人様￥20,000
※懐石カウンター席料

お一人様

￥3,300 を含む

※一日 10 名様限定

【開業 20 周年

中国料理「彩龍」特製担々麺 2,000 円ランチセット】

開業 20 周年を記念した、1 日 5 食限定 2,000 円ランチです。彩龍で人気の「クルミペースト入り担々
麺」もしくは「冷製担々麺」のお好きな方をお選びいただき、さらに香港スタイルでお届けしている
飲茶ワゴンからお好きな点心と食後にデザートまでお楽しみいただけます。
■期

間：4 月 2 日（月）～4 月 27 日（金）
【平日限定】
■時 間：11:00〜14:30（ラストオーダー）
■料 金：\2,000
■内 容：・「クルミペースト入り担々麺」
または「冷製担々麺」
・飲茶ワゴンからお好きな点心一品
・本日のデザート
※前日までの要予約にて承ります。
※先着 5 名様。

【開業 20 周年

トアルコトラジャコーヒーセット】

一日先着 20 名様にケーキもしくはスコーンと、トアルコトラジャコーヒーを￥2,000 の特別価格でご
用意いたします。トアルコトラジャコーヒーは、酸味と苦味のバランスのとれた豊かな味わいで、シ
ーウインドではオーダーを受けてからハンドドリップにてご提供いたします。
■開催日：4 月 2 日（月）～6 月 29 日（金）
【平日限定】
■時 間：9:00～21:00
■料 金：￥2,000
■内 容：ケーキまたはスコーンとトアルコトラジャ
コーヒーのセットです。
〔通常価格〕
トアルコトラジャコーヒー￥1,800、
ケーキ各種￥880

※ご予約は承っておりません。
※先着合計 20 名様（ケーキ 10 名様、スコーン 10 名様）
■備考（レストランメニュー共通）
※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。
※複数の優待や割引との併用は対象外となります。
※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ございます。
※写真はイメージです。

ご予約・お問合せ
レストラン総合予約 045-411-1188（10：00～19：00）
20 周年特設サイト www.yokohamabay-sheraton.co.jp/event/20th/

【開業 20 周年記念プラン“20th Premium Plan”】
シャンパン、20 周年カクテルとフリードリンク付きの洋風創作料理をお楽しみいただけます。
20 周年にふさわしい特別な会場コーディネートでおもてなしをいたします。
■期間：2018 年 4 月 1 日（日）～2019 年 3 月 31 日（日）
■人数：10 名様～50 名様
■会場：宴会場（人数によって変わります）
■料金：お一人様 ￥20,000
■内容：・コース料理（洋風創作料理）
- 一口前菜(洋風手まり寿司 2 種・豆腐の
生ハム巻トマトコンフィ添え・鶏の煮
凝り トウモロコシのソース)
- 鮑のソテー ブルゴーニュ風
- キノコのフランとフォアグラの
コンソメ餡かけ
- オマール海老の雲丹焼き
- 白ワイン風味ソースと青のり添え
- お口直しのグラニテ
宴会場「浜風」
- 国産牛ロース肉の網焼き山葵ソース
彩り野菜と共に
- 季節のフルーツ盛り合わせ など
・お飲物（シャンパン、20 周年カクテル、フリードリンク付き）
※記載の表示料金には、サービス料（10％）・税金が含まれております。

※イメージ

ご予約・お問合せ
宴会予約

045-411-1126（10：00～19：00）

おかげさまで開業 20 周年
横浜ベイシェラトン ホテル＆タワーズは、2018 年 9 月 24 日(月・祝)に開業 20 周年を迎えるにあたり、2018 年 4 月 1 日
(日)～2019 年 3 月 31 日(日)までを開業 20 周年記念期間とし、感謝の気持ちを込めた様々な催事企画や宿泊プラン、レス
トランプラン、ウエディングプランなどをご用意いたします。
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は、世界 70 の国と地域に 450 軒以上のホテルでお
客様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、多角的なマーケティング、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。また、業界での受賞歴もあるロイヤリティ・
プログラム、スターウッドプリファードゲスト®プログラムに参加しております。会員の皆様は、ご自身のアカウントをマ
リオット リワード®(ザ・リッツ・カールトン・リワード®を含む)と members.marriott.com よりリンクでき、エリートス
テータスのマッチングやポイント移行を無制限に行えます。詳しい情報は、 www.sheraton.com、 Facebook、または
Twitter、Instagram にてご覧ください。
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は、米国 メリーランド州ベセスダに本社をおき、現在 124 の国と地域に、30 のブラン
ド、6,100 軒以上のホテルを擁する企業です。ホテルの運営、フランチャイズ事業、バケーション・オーナーシップ・リゾ
ートのライセンス事業を全世界で展開しています。また、多くの受賞歴を誇るロイヤリティ・プログラム「マリオット リ
ワード®（ザ・リッツ・カールトン リワード®を含む）」と「スターウッド プリファード ゲスト®」の運営を行っており
ます。詳しい情報、ご予約は www.marriott.com を、最新の企業ニュースは www.marriottnewscenter.com をご覧ください。
Facebook、Twitter、Instagram（@MarriottIntl）でも情報発信しております。

