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         2017年 9月 5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、本年オータムシーズンの

テーマをHEARTY
ハ ー ティ ー

(心からの、愛情のこもった)とし、秋の実りを盛り込んだランチをはじめ、世界最

高峰の美しい調べに酔いしれるイベントなど濃密な時間をお過ごしいただける秋のプランをご提案

いたします。 

色鮮やかに染まりゆく木々に季節の移ろいを感じながら、ウェスティンで心豊かな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) 

ランチハーフブッフェ ”－ ハーティ－ － 

宮城県の食材を使い、豊かな秋のよろこびを感じるブッ

フェスタイルの前菜とローズマリーの香りが広がる豚

ロース肉のグリルや真鯛のヴァプール柑橘風味などか

らお選びいただくメインディッシュがセットになった

ランチコースです。10 月には、ハロウィンにちなんだお

料理をご提供いたします。実りの秋、深い味わいをお楽

しみください。 
 

期間：9月 6日(水)～12月 5日(火) 

時間：11:30～14:30(14:00ラストオーダー) 

料金：3,300円(メインディッシュ 1品) 

4,400円(メインディッシュ 2品) 

 

 

【メニュー】3,300円コースの場合 

◇前菜・スープ 

各種フッフェボードよりお好きなメニューを 

お楽しみいただけます。 

ウェスティンホテル仙台

深まりゆく秋、豊かなひとときをウェスティンで。

月 日 水 よりレストランシンフォニー

ランチハーフブッフェ“
ハ ー テ ィ ー

”、

月 日 土 音楽と美食を楽しむイベント

“ウェスティンサロン ”

ほかにも、ラウンジ＆バーホライゾン“仙台牛バーガー＆ビール”など
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◇魚料理もしくは肉料理 (下記より 1点お選びいただけます) 

・真鯛のヴァプール 柑橘風味 

・ローズマリー風味の豚ロース肉のグリル 

・オーストラリア産仔羊肩肉のファルシ エルブドプロヴァンス風味 

◇デザート 

 ・さつまいものクレームブリュレ カシスソルベ添え 

◇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 

ウェスティンサロン Vol.15 
 

ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団前コン

サートマスターのダニエル・ゲーデ氏が率い

る四重奏団の演奏とランチブッフェを。深ま

りゆく秋、世界で活躍するアーティストの美

しい調べで、心地よいひとときをお過ごしく

ださい。 

 

期間：10月 21日 (土) 

時間：受付 12:45、開場・ブッフェ開始 13:00、開演 14:30 

場所：25階 宴会場「月」および「雅」 

料金：大人 6,500円(ブッフェ、コーヒー・紅茶 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) 

1.仙台牛バーガー&ビール(B＆B)

仙台牛 100％、1 枚 180g のパテを使った高さ 15cm ものボリューム満点のハン

バーガーに合わせるのはキリンビール仙台工場限定醸造一番搾り仙台づくり。こ

の秋にしか味わえない贅沢な仙台づくしのコラボレーションをご堪能ください。 
 

期間：9月 7日(木)～10月 9日(月・祝) 

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：4,000円(パテ 1枚)、5,500円(パテ 2枚) 

内容：仙台牛バーガー＆キリン一番搾り仙台づくり 

 

 

2.ウイークエンドデザートブッフェ 

月ごとのテーマに合わせた華やかなスイーツと軽食がお好きなだけ楽しめる大人

気のデザートブッフェです。9月は特別に 4種類のハーゲンダッツアイスクリーム

が登場。週末だけの特別なブッフェを心ゆくまで。 
 

期間：9月 1日(金)～11月 30日(木) 

時間：14:00～18:00のうち 120分間(最終受付 16:00) 

料金：2,950円 

テーマ：9月ぶどう、10月ハロウィン(かぼちゃ・栗)、11月ラ・フランス 

 

 

 

イメージ写真 
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3. ”－ オータムワインセレクション － 

収穫の秋に合わせて、ミネラル感が際立ち上品な仕上がりの「シャブリ プルミ

エクリュ ヴァイヨン」と、完熟したまろやかなタンニンと魅惑的な果実味を特

徴とした「シャトーラグランジュ」をセレクトいたしました。季節のお料理と

のマリアージュをお楽しみください。バイ・ザ・グラスからオーダーが可能で

す。 

 

 

期間：9月 1日(金)～11月 30日(木) 

時間：11:30～14:30(14:00ラストオーダー)、17:30～22:00(21:00 ラストオーダー) 

料金：シャブリ プルミエクリュ ヴァイヨン(白) グラス 2,500円、ボトル 15,000円 

シャトーラグランジュ ボルドーメドック地区 3級(赤) グラス 3,000円、ボトル 18,000円 

 

 

 

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) 

Westin Halloween “Trick or Treat!”－ ウェスティンハロウィン －

ハロウィンをより賑やかにする可愛らしいお菓子が登場。

ジャック・オー・ランタン、オバケなどをかたどった 5 種

のロリポップのセットに、コウモリや猫がのぞく姿が愛ら

しい 3 種のモンブランなど、シェフの遊び心あふれる新作

スイーツです。 
 

期間：10月 1日(日)～10月 31日(火) 

時間：11:00～20:00 

料金：ロリポップ 5種 1,500円 

モンブラン 3種 各 500円 

ハロウィンシュー 500円 

 

 

 

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) 

秋三昧 

秋の味覚「松茸」をふんだんに盛り込んだ会席コースで

す。土瓶蒸しや松茸ご飯など香り高い松茸を存分に味わ

える秋ならではの贅沢なお料理の数々を眼下に広がる

景色とともに。 
 

期間：9月 1日(金)～10月 31日(火) 

時間：17:30～22:00(21:30ラストオーダー)  

料金：15,500円 

 

【メニュー】 

◇前菜／小鉢 2種 ◇お吸物／松茸の土瓶蒸し ◇造り／白身のへぎ造り・本鮪 

◇焼物／甘鯛若狭焼き・車海老塩焼き ◇凌ぎ／本鮪の握り ◇焚合／ 小蕪茸味噌 

◇主菜／仙台牛ステーキ ◇御飯／松茸ご飯 ◇止椀／仙台味噌仕立て ◇香物／5種盛り合わせ 

◇水菓子／メロン・梨・巨峰・石榴 
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26 階 flow spa            ご予約・お問い合わせ: 022-713-9924(直通) 

－ガーネット－

季節の変わり目などでストレスを受けやすい大人肌の

再生機能を促しハリのある美しい素肌への生まれ変わ

りをサポートするトリートメントです。毎月変わるスペ

シャルパックでは、透明感を高め美白効果が期待できる

ブライトニングケアを。 
 

期間：8月 26日(土)～11月 30日(火) 

時間：11:00～20:00 

コース内容：フェイシャル 60分 

料金：13,000円 

特典：期間中に本プランのフェイシャルまたはボディを 2回受けていただいたお客様へ 2回目ご来店時にヘッド

またはデコルテマッサージ(10分)をサービス 

※ご利用の前日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) 
 

スパ付き宿泊プラン 

スパトリートメントと宿泊がセットになったプランで

す。トリートメントはお客様のご希望に合わせてカスタ

マイズするオリジナルメニュー、お部屋は大きな窓から

色づく仙台市街地の景色も楽しめるゆとりあるスーペ

リアルームです。 

心身ともにリフレッシュする寛ぎのひとときをお過ご

しください。 
 

内容：◇スーペリア(42㎡)でのご宿泊 

◇レストランシンフォニーでのご朝食 

◇コスメプレゼント 

料金：1名 41,750円～(1室 2名様ご利用の場合 税金・サービス料込) 

※ご利用の7日前までにご予約ください。 

※料金はご利用日により変わります。くわしくはホテルホームページ、またはホテルまでお問い合わせください。 

 

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

（TownePlaceSuites®）」、「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 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 


