
 

1 

 

 

 

 

2016年 1月 7日 

 

 ウェスティンホテル仙台（仙台市青葉区一番町、総支配人 山口 勝）では、2016 年

のウィンターシーズンのテーマを「
プ レ シ ャ ス タ イ ム

」とし、レストランのペアディナーコー

スや、ペストリーショップのチョコレートギフトアイテム、また、チョコレートつきのご宿泊

プランなど、ぬくもりあふれるひとときをお楽しみいただけるプランをご提案いたします。冬

だからこそ感じるあたたかさが心をそっと解きほぐし、宝物のような時間が始まる、そんなか

けがえのないシーンをウェスティンが演出いたします。 
 

26 階 レストラン「シンフォニー」          ご予約・お問い合わせ: 022-722-1234（ホテル代表経由） 

ペアディナー  －プレシャス タイム－ 
 

趣向を凝らした料理の数々が会話を弾ませ、心の距離を近

づける、バレンタインデーやホワイトデーにおすすめのペ

アディナーコースです。 
 

お料理は、雪の積もった畑に植えられた色とりどりの野

菜をイメージしたバーニャカウダからスタート。シェフ

の遊び心を散りばめたメニューは、おふたりでシェアし

ながらお召し上がりいただけます。その後の前菜では、

目にも美しいテリーヌを、魚料理では低温でじっくりと

火を通して美味しさをとじこめた鱈を柑橘風味で仕上げ

た一皿を。旨味が凝縮した貝類のブイヨンソースでお楽

しみください。クライマックスは、リンゴのキャラメリ

ゼ、コクのあるブルーチーズと赤ワインのソースを添えた

仙台牛のサーロインのグリエをご提供いたします。 
 

一皿ごとに味わいを深めてゆく全 5 品のメニューを、窓の

外に広がる夜景とともにおふたりでお楽しみください。 

ウェスティンホテル仙台

大切な方に贈りたい冬のぬくもりをウェスティンから。 

レストラン｢シンフォニー｣ペアディナーコース“
プ レ シ ャ ス タ イ ム

” 

「ペストリーショップ」“バレンタインデー ギフトコレクション” 

ほかにも日本料理レストラン「一舞庵」鉄板焼ディナーや宿泊プラン“
シ ョ コ ラ

”など

鱈のコンフィ 柑橘風味  

ポテトのエクラゼ 貝類のブイヨン 
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期間：2016年 1月 14日(木)～2016年 3月 14日(月)  

時間：17：30～22：00（21：00ラストオーダー） 

料金：2名様で 20,000 円 

◇アミューズのバーニャカウダは 2名様でシェアしながらお召し上がりいただくメニューです。 
 

【メニュー】 

○アミューズ 

 バーニャカウダ 

○前菜 

カナダ産オマールエビとポワロー 鶏ささみのテリーヌ 赤ピーマンのムース添え トマトクーリ 

○魚料理 

鱈のコンフィ 柑橘風味 ポテトのエクラゼ 貝類のブイヨン 

○肉料理 

仙台牛サーロインのグリエ リンゴのキャラメリゼ ブルーチーズと赤ワインソース 

○デザート 

チョコレートケーキ 

○コーヒーまたは紅茶 

 

◇料理に合わせた 3種のワインをお楽しみいただけるグラスワインのセットもございます。  

ペアリングワイン 3,000 円(スパークリング・白・赤)、5,000円(シャンパン・白・赤) 

 

 

37 階 日本料理レストラン「一舞庵」              ご予約・お問い合わせ: 022-722-8350（直通） 

鉄板焼「栂
とが

尾
のお

～想
そう

～」

 

 

 

 

 

 

 

東北一高いビルの最上階、目の前には光輝く夜景―― 非日常的な空間で、厳選された食材をシェフ

があざやかな手さばきで焼き上げる鉄板焼のコースです。仙台牛、伊勢エビ、アワビなどをご堪能い

ただけるほか、バルサミコチョコソースでお召し上がりいただくフォアグラ、鉄板焼で仕上げるチョ

コレートデザートなどバレンタインならではの内容をお楽しみいただけます。 
 

期間：2016年 2月 1 日(月)～2016年 2月 29日(月)  

時間：17：30～22：00(21：30ラストオーダー) 

料金：2名様で 30,000円  
 

【メニュー】 ・先付二種 ・スープ ・フォアグラのサラダ仕立て（バルサミコチョコソース） 

・伊勢エビとアワビの鉄板焼 ・グラニテ ・焼野菜 ・仙台牛（サーロインまたはフィレ）  

・食事 ・デザート ・コーヒー、紅茶またはハーブティー 
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1 階 ペストリーショップ              ご予約・お問い合わせ: 022-722-1234（ホテル代表経由） 

バレンタインデー ギフトコレクション 

恋人、家族、ご友人や大切な方に想いを伝えるバレンタインデーにふさわしい上質なギフトアイテム

を取り揃えます。世界でも希少な高品質のカカオを使用し、産地によって異なるテイストやフレー

バーがお楽しみいただける“シガーショコラ”、軽い食感が魅力の“エアリー ショコラ”など、ウェ

スティンのギフトで、甘やかなひとときをお贈りください。 
 

シガーショコラ 

1 個 500円／5個入り 2,250円 

世界各国の希少なカカオを使用したシガータイプのチョコレ

ート。個性漂うアロマやテイストをお楽しみいただけます。

柑橘類やバナナの奥深いアロマにコクのあるミルクの風味が

漂うエクアドル産やナッツやコーヒーを思わす奥深いアロマ

を持つベネズエラ産、華やかでロマンティックなフローラル

アロマが特徴のペルー産などを揃えました。 

 
エアリー ショコラ 

1 箱 2,000円 

口のなかでほろりとくずれて、すっと溶ける軽い食感が新しい

チョコレートです。ビターチョコ、ヨーグルト、いちご、抹茶

の 4 種類。コーヒーや紅茶と合わせて、その相性を楽しんでも。

プレゼントとしてはもちろん自分へのご褒美にもおすすめです。 

 

 

 

マカロン ショコラ 

1 個 213円／5個入り 1,111円 

ショコラ、フランボワーズ、ピスタチオ、キャラメル、レモンの

マカロンのフレーバーとチョコレートの甘さのマッチングをお

楽しみいただけます。カラフルな見た目はちょっとした贈りもの

にも最適です。 

 

 

 

オランジェショコラ 

1 個 186円／3個入り 926円 

ほろ苦いオレンジのコンフィをチョコレートにくぐらせたオラン

ジェショコラは、ちょっと大人の雰囲気。ウェスティンホテル仙台

のロゴがプリントされたチョコレートが見た目と食感のアクセン

トに。さわやかなオレンジとの組み合わせをお楽しみください。 

 

 

販売期間：2016年 2月 1日(月)～2016年 2月 14 日(日)まで 

営業時間：11：00～20：00 
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宿泊プラン                        ご予約・お問い合わせ:022-722-1166（宿泊予約） 
 

“ －ショコラ－” 

バレンタインシーズンのホテルステイにおすすめのプランです。 

高層階に位置するお部屋では大きな窓から美しい景色をお楽しみい

ただけるほか、ウェスティンオリジナルの「ヘブンリーベッド」で

は“雲の上の寝心地”をご体験いただけます。お部屋の中に届けら

れたチョコレートは、世界でも希少なカカオ 5 種類をお楽しみいた

だけるセット。お部屋でおふたりで食べくらべてみてはいかがでしょ

うか。ぜひ本プランで思い出に残るご滞在をお楽しみください。 
 

 

期間：2016年 2月 1 日(月)～2016年 2月 14日(日)  

料金：18,550円～(1室 2名様の場合)(税金・サービス料込) 

※料金はご利用日によって異なります。詳しくはホテルまでお問い合わせください。 ※ご利用の3日前までにご予約ください。 
 

内容：◇スーペリア(42 ㎡)でのご宿泊 ◇チョコレート ◇レストラン「シンフォニー」でのご朝食  

 

 

26 階「フロー スパ」スパトリートメントプラン         ご予約・お問い合わせ:022-713-9924 

“ －ルフレ－” 

数あるトリートメントメニューからお好みの内容を自由に組み合わ

せて、オリジナルメニューをオーダーメイドできるプランです。 

メニューを検討される際はセラピストがご希望やお悩みをヒアリン

グし、100 分の中でご希望の内容ができるようアレンジいたします

ので組み合わせは自由自在。たとえば、全身をくまなくケアしたい

方ならフェイシャル､ボディ、ヘッドのトリートメントを組み合わせ

たり、じっくり癒されたい方なら、豊かな香りにつつまれるアロマオイルトリートメントと、石の

あたたかさが身体の奥まで伝わるホットストーンセラピーを組み合わせても。 

このプランだからこそ実現できる理想のトリートメントで至福のひとときをお過ごしください。 
 

 

期間：2016年 1月 9日(土)～2016年 2月 29日(月)  

料金：トリートメント 100 分 25,000円(1名様の場合) ／ 46,000 円(2名様ペアの場合) 

※前日までにご予約ください。 

 

ウェスティンホテル&リゾートについて 

10年以上、ウェルネスとおもてなしを先導してきたウェスティンホテル＆リゾートは40近くの国と地域で200軒以上のホテルやリゾート

を展開しています。ウェスティンは100カ国で1,200軒を超えるホテルを展開し、総従業員数18万人以上を有する、スターウッド ホテル

＆リゾート ワールドワイドが運営するホテルブランドです。スターウッドは、ホテル、リゾート、およびレジデンスのオーナー/運営会

社/フランチャイザーとして、セント レジス(St. Regis®)、ラグジュアリー  コレクション(The  Luxury  C 

ollection®)、W、ウェスティン (Westin®)、ル  メリディアン(Le Méridien®)、シェラトン(Sheraton®)、フォーポイント・バイ・シェ

ラトン(Four  Points  by  Sheraton®)、アロフト(Aloft®)、エレメント(Element®)、また最新のトリビュート・ポートフォリオ(Tribute 

Portfolio™)を展開しています。同社が誇る業界屈指のロイヤルティプログラム、スターウッド  プリファード  ゲスト（SPG®）では、

獲得したポイントを無料宿泊、ルームアップグレード、航空券などの特典に交換でき、ブラックアウト（特典除外日）なくご利用いただ

けます。また、スターウッドは、スターウッド バケーション オーナーシップを2015年末までに、独立子会社にすることを発表しました。

詳細はwww.starwoodhotels.com をご覧ください。 
 

※掲載の料金は特別な記載がない限り、すべて消費税・サービス料を含んでおりません。 ※写真はすべてイメージです。 

※メニューの内容は変更になる場合があります。 
 

 

【本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先】 

ウェスティンホテル仙台 セールス＆マーケティング部 須藤、金子 

〒980-0811 仙台市青葉区一番町 1-9-1 

Tel 022-722-1234(代表)  E-mail marketing@westin-sendai.com  


