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         2017年 6月 9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)は、本年 8月 1日に開業 7周年

を迎えます。感謝の想いをSPLENDIDLY
スプレンディディー

(華やか・素晴らしい)というテーマにこめて、特別ディナー

や夏の夕暮れとお酒を楽しむイベントなどの夏の企画を展開してまいります。 

いままでご愛顧いただいた感謝をコンセプトとしたディナーコース「The
ザ

 Seventh
セ ブ ン ス

 Anniversary
ア ニ バ ー サ リ ー

 

Dinner
デ ィ ナ ー

 A t
アット

 The
ザ

 Westin
ウェスティン

」。25階のパーティールームでは、夏の夕暮れの美しい景色とともにスパーク

リングワインや料理をお楽しみいただけるイベント「アンバーサンセット 2017」を開催いたします。

この夏、ぜひウェスティンできらめくひとときをお過ごしください。 

 

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) 

1. 開業 周年記念ディナー ”  

－ザ セブンス アニバーサリー ディナー アット ザ ウェスティン－ 

地元の皆様のご支援で開業 7 周年を迎えられたことを感謝

し、東北地方の恵みとフランス料理を融合させたディナー

コースをご提供いたします。メインディッシュの牛フィレ肉

のロティには青森県産の黒にんにくを使ったピューレを合わ

せるなど、随所で融合を感じていただける構成となっておりま

す。フランス料理ならではの繊細さと夏の爽やかさも感じる料

理の数々を、心ゆくまでお楽しみください。 
 

期間：7月 19日(水)～9月 5日(火) 

時間：17:30～22:00(21:00ラストオーダー) 

料金：8,500円 

 

 

 

 

ウェスティンホテル仙台

ホテル開業 周年の感謝を込めたメニューの販売やイベントを開催

月 日より レストラン シンフォニー

ディナーコース“
ザ セ ブ ン ス ア ニ バ ー サ リ ー デ ィ ナ ー アット ザ ウ ェ ステ ィ ン

”、

月 日より 夏の夕暮れとお酒を楽しむイベント

“アンバーサンセット ”

ほかにも、ラウンジ＆バー ホライゾン “シーズナル・エクスペリエンス”

種類のフルーツモヒート＆フローズンカクテル など
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【メニュー例】 

◇アミューズ 

福島県産蕎麦粉のクレープと生ハム・アボカドのルーロー 

◇前菜 

三陸産生ウニと紅スワイガニ ホワイトアスパラガスのブランマンジェ 甲殻類のコンソメジュレ 

◇スープ 

ビシソワーズ 秋田県産トンブリとスモークサーモンを添えて 

◇魚料理 

イサキとアオリイカのソテー サフラン香る胡瓜のソース 

◇肉料理 

アメリカ産牛ロース肉 または オーストラリア産牛フィレ肉のロティ エシャロットソース 

青森県産黒にんにくのピューレ添え 

◇デザート 

福島県産桃のコンポート ベルベーヌジュレとピスタチオアイスクリーム カルピスのエスプーマ 

◇プティフール 

◇コーヒー または 紅茶 

 

 

イベント            ご予約・お問い合わせ:022-722-1401(宴会予約) 平日 10:00-18:00 

アンバー サンセット 2017 
 

25 階に位置するパーティールームで、グラスから立ちのぼる泡ときら

めく街並みを眺めながら夏の黄昏時を過ごすイベントです。 

夏らしい華やかなお料理とスパークリングワインやビールなどの選り

すぐりのお飲み物をお好きなだけお楽しみいただけます。非日常の空

間で贅沢なひとときをお過ごしください。 
 

期間：8月の毎週木曜日・金曜日(31日を

除く)および 9日～12日の連日 

時間：18:00～21:00のうち 2時間 

場所：25階 宴会場「雅」 

料金：大人 6,000円､小学生 3,000円、 

幼児 3～6歳(小学生を除く)1,500円 

(ブッフェ、フリードリンク 税金・サービス料込)  

※定員になり次第、受付を終了いたします。 

 

 

26 階 ラウンジ&バー ホライゾン         ご予約・お問い合わせ: 022-722-1234(ホテル代表経由) 

シーズナル・エクスペリエンス 

季節に合わせたカクテルをおとどけするシーズナル・エクスペリエンス。 

7 周年の今夏は、清々しく鮮やかな色合いが美しい 7 種類のフルーツモヒート

と 1 種類のフローズンカクテルをご用意いたしました。この夏しか味わえない

特別な一杯をお楽しみください。 
 

期間：8月 31日(木)まで 

時間：平日・土曜 17:30～24:00(23:30ラストオーダー) 

日曜・祝日 17:30～23:00(22:30ラストオーダー) 

料金：1,800円 

 

日 月 火 水 木 金 土 

  1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31   
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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) 

夏しずく 

夏を代表する食材「鱧」と宮城県産の夏野菜や三陸産の

あわびなどを盛り込んだ会席コースです。職人の技が光

る鱧葛打ちや鱧のお造りのほか、農家から直送される賀

茂茄子を使った炊合せなど、この季節ならではのお料理

をお召し上がりいただけます。 
 

期間：8月 31日(木)まで  

時間：17:30～22:00(21:30ラストオーダー)  

料金：12,000円 

【メニュー】 

◇前菜／季節の前菜盛り合わせ ◇お吸物／鱧葛打ち ◇造り／鱧、鮪、牡丹海老  

◇焼物／アブラメ木の芽焼き ◇焚合／ 賀茂茄子海老そぼろ 

◇主菜／次の中より一つをお選びいただけます。（鱧と夏野菜の天婦羅、蔵王牛ステーキ サラダ添え、三陸あわび

と炙り帆立の酢物仕立て） 

◇御飯／じゃこ新蓮根ご飯 ◇止椀／仙台味噌仕立て ◇香物／5種盛り合わせ ◇水菓子／季節の果物 

 

 

26 階 flow spa                  ご予約・お問い合わせ: 022-713-9924(直通) 

－シルキー－

夏のダメージで疲れた肌に潤いと輝きを与えクリアな

素肌へと導くスキンケアです。美肌効果がある亜麻仁の

パックと、エイジング効果が高いキャビアパックまたは

美白効果の高いホワイトニングパックでハリと潤いを。

そしてターンオーバーを促進するオイルでのトリート

メントで透明感のある若々しい肌へと近づきます。 
 

 

期間： 8月 31日(木)まで  

時間：11:00～20:00 

コース内容：フェイシャル 90分(フットバス付き) 

料金：17,500円 

特典：ホテル開業記念日である 8月 1日(火)に、このプランをご利用の方にプレゼントあり 

※ご利用の2日前までにご予約ください。 

 

 

宿泊プラン                    ご予約・お問い合わせ:022-722-1166(宿泊予約) 
 

－アニバーサリー ナイト－ 

大切な方とのきらめく時間を演出する宿泊プランです。 

大きな窓から広がる景色をゆっくりと楽しめるビューバス付

きの客室「プレミア」のご利用に加え、サプライズ演出にも

お使いいただけるバラの花束やホールケーキ、スパークリン

グワインをご用意いたします。 
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内容：◇プレミア(48㎡)でのご宿泊 

◇レストラン シンフォニーでのご朝食 

◇バラの花束、ホールケーキ、ドンペリニヨン 

期間：～ 8月 31日(木) 

料金：93,500円～(1室 2名様ご利用の場合 税金・サービス料込) 

※ご利用の前日までにご予約ください。 

 

 

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、110か国以上に6,000以上のホテルを擁する世界最大のホテル企

業です。マリオットは、次の30のブランド名で、ホテルの運営、フランチャイズ、バケーション・オーナーシップ・リゾートのライセンスを行っ

ています：「ブルガリ・ホテル＆リゾート（Bulgari Hotels and Resorts®）」、「ザ・リッツ・カールトンおよびザ・リッツカールトン・リザーブ（The 

Ritz-Carlton® and The Ritz-Carlton Reserve®）」、「セント レジス（St. Regis®）」、「Wホテル（W®）」、「エディション・ホテル（EDITION®）」、「JW

マリオット（JW Marriott®）」、「ラグジュアリー コレクションホテル（The Luxury Collection®）」、「マリオット・ホテル（Marriott Hotels®）」、

「ウェスティン（Westin®）」、「ル メリディアン（Le Méridien®）」、「ルネッサンス・ホテル（Renaissance® Hotels）」、「シェラトン（Sheraton®）」、

「デルタ・ホテル・バイ・マリオット（Delta Hotels by MarriottSM）」、「マリオット・エグゼクティブ・アパートメント（Marriott Executive 

Apartments®）」、「マリオット・バケーションクラブ（Marriott Vacation Club®）」、「オートグラフコレクション・ホテル（Autograph Collection® 

Hotels）」、「トリビュート ポートフォリオ（Tribute Portfolio™）」、「デザインホテル（Design Hotels™）」、「ゲロード・ホテル（Gaylord Hotels®）」、

「コートヤード（Courtyard®）」、「フォーポイント バイ シェラトン（Four Points® by Sheraton）」、「スプリングヒル・スイート（SpringHill Suites®）」、

「フェアフィールド・イン＆スイート（Fairfield Inn & Suites®）」、「レジデンス・イン（Residence Inn®）」、「タウンプレース・スイート（TownePlace 

Suites®）」、「ACホテル・バイ・マリオット（AC Hotels by Marriott®）」、「アロフト（Aloft®）」、「エレメント（Element®）」、「モクシー・ホテル（Moxy 

Hotels®）」、「プロテア・ホテル（Protea Hotels by Marriott®）」。また、同社は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」を運営しています。詳しい情報、予約はwww.marriott.com

を、最新の企業ニュースはwww.marriottnewscenter.comおよびツイッター（@MarriottIntl）をご覧下さい。 

 

※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、栗田 

〒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 


