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         2017年 11月 29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、今年のホリデーシーズン

をあたたかく輝きにみちた特別なひとときに演出するフェスティブアイテムを販売いたします。 

ペストリーシェフの感性が光るオリジナルケーキやテーブルを華やかに彩るハンパーの数々。花びら

のように舞う雪が街並みを染める頃、心あたたまるウェスティンのフェスティブギフトをご家庭でもお

楽しみください。 

 

1.クリスマスケーキ   ご予約・お問い合わせ(ペストリーショップ): 022-722-1234(ホテル代表経由) 

鮮やかな赤いビロードが目を惹くなめらかなフォルムのホテルオリジナルケーキをはじめ、毎年

好評のスタンダードケーキは、パーティーの主役にも。この季節にしか出会えない喜びをお届け

いたします。 

 

お申込期間：～12月 17日(日) 

ご予約方法：ホームページ、電話、店頭 

お渡し日時：12月 21日(木)～25日(月) 11:00～20:00 

お渡し場所：ペストリーショップ(1階) 

 

・クラウド(19cm) 15,000 円 

空に浮かぶ雲をイメージした流線型のケーキは、ホテ

ル開業 7 周年にちなみ、いちごを使ったホテルメイド

のマーマレードにショウガ風味のチョコレートクリーム、

ゆずとベリーのババロアなど 7 つの味わいをチョコ

レートムースでつつみました。また、クリスピーな

ビスケットとやわらかな口当たりのムースは絶妙な

ハーモニーを奏でます。 

ウェスティンホテル仙台

ウェスティンの心あたたまるフェスティブアイテムをご家庭で。

オリジナルクリスマスケーキ“クラウド”・“ベローズ”、

パーティーセット“仙台牛もも肉ロースト”

ほかにも、クリスマスブレットやおせち料理などを販売

クリスマスケーキ・パーティーセット 月 日 日 まで

おせち 月 日 月 まで予約受付中
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・マトラッセフレーズ(11.5cm) 4,300 円 

当ホテルのスタンダードケーキは、フランボワーズを

ムースとクリームに、いちごを生地とクリームそして

ケーキの中に並べた赤いスクエア型のケーキです。 

 

 

・ベローズ(16cm) 3,700 円 

ベリーのババロアをサンドしたチョコレートムース

の上に、マンゴーと柑橘クリームをつつんだバナナ・

パッション・マンゴーのムースを重ね、いちご、フラン

ボワーズ、ブルーベリーを飾りました。 

 

 

2.クリスマスブレット  ご予約・お問い合わせ(ペストリーショップ): 022-722-1234(ホテル代表経由) 

かわいらしいピンク色と渦巻き模様が特徴のフォトジェニックな新作からクリスマスには欠か

せない定番まで 4 種類のブレットをそろえました。 

 

販売期間：12月 1日(金)～12月 25日(月) 

販売場所：ペストリーショップ(1階) 

営業時間：11:00～20:00 

 

・パン ドゥ ブッシュ 1,000 円(ハーフサイズ 500 円) 

いちごと抹茶とデニッシュの 3 種の生地にオレンジや桃

などのフルーツを加え、切り株をイメージした模様に仕

上げました。 

 

・シュトーレン 1,200 円(ハーフサイズ 650 円) 

ラム酒などにつけて熟成させた山ぶどう、柿、桃、りんご

など 10 種類のドライフルーツをたっぷり練りこみまし

た。 

 

・クグロフ 1,200 円(ハーフサイズ 650 円) 

いちごとドライフルーツを練りこみホワイトチョコ

レートでコーティングしたクグロフは、ほのかな甘さ

と爽やかないちごの香りが広がります。 

 

・クーロンヌ ド ノエル 330 円 

レーズンとくるみを加え自家製酵母で発酵させたカン

パーニュ生地でクリームチーズをつつみこみました。表

面にいちごのパウダーをまぶし、クリスマスリースのよ

うな愛らしい形に焼き上げました。 
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3.パーティーハンパー  ご予約・お問い合わせ(ペストリーショップ): 022-722-1234(ホテル代表経由) 

お友達や大切な方とのパーティーシーンを彩るウェスティンならではの様々なお料理を取りそ

ろえました。メインディッシュとしてもワインやシャンパンのおともとしてもお楽しみいただ

けます。 

 

お申込期間：～12月 17日(日) 

ご予約方法：ホームページ、電話、店頭 

お渡し日時：12月 21日(木)～25日(月) 11:00～20:00 

お渡し場所：ペストリーショップ(1階) 

 

・ノエル アンサンブル 12,500 円 

ローストビーフ・オマール海老・ラム・チキンのメイン

ディッシュ 4 品を盛り合わせたマルシェ ド ノエルとオード

ブルボックス、クリスマスケーキ(マトラッセフレーズ)の

セットです。 

 

 

・仙台黒毛和牛のローストビーフ＆仙台牛ハンバーグ 

 12,000 円 

牛サーロインを丁寧に焼き上げたローストビーフ 500ｇ

に良質な肉の旨味を閉じ込めた仙台牛のハンバーグ 80g

が 4 つ入ったご家族で楽しめるボリューム満点のセット

です。 

 

 

・仙台牛もも肉ロースト 6,000 円 

低温でじっくりと時間をかけてローストし、やわらかく

ジューシーな一品に仕上げました。シェフ特製のジュド

ブッフが肉の味わいを引き立てます。 

 

 

・マルシェ ド ノエル 5,000 円 

香ばしい風味のローストビーフとオマール海老を一尾

使ったグラタン、タイムでマリネし低温調理したラム、

スパイシーなフライドチキンの 4 品を贅沢に盛り合わ

せました。 
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・ローストチキン 4,000 円 

オリジナルスパイスを使ったローストチキンを、皮目は

パリッと中はふんわりとやわらかく焼き上げました。 

 

 

・オードブルボックス 4,000 円 

銀鮭とベーコンを使ったスティック状のキッシュや

りんごとビーツの赤が映えるフォアグラのテリーヌの

他、タコや海老、帆立と彩り野菜を合わせたマリネ、

ボローニャソーセージやサラミなどのコールドミート

の盛り合わせ、いぶりがっこを使ったマヨネーズソース

でいただく野菜スティック、チーズの盛り合わせの全

6 種類をボックスにしました。 

 

・曲がり葱キッシュ 3,000 円 

曲がり葱を蒸し焼きにして甘味を引き出し、ポテトと

ベーコンに合わせコクのあるキッシュに仕上げました。 

 

 

 

4.ギフト        ご予約・お問い合わせ(ペストリーショップ): 022-722-1234(ホテル代表経由) 

クリスマス気分を高める可愛らしいアイテムは、お友達へのプレゼントやホームパーティーに

もおすすめです。 

 

お申込期間：～12月 17日(日) 

ご予約方法：ホームページ、電話、店頭 

お渡し日時：12月 21日(木)～25日(月) 11:00～20:00 

お渡し場所：ペストリーショップ(1階) 

 

・ヘクセンハウス 2,000 円 

雪景色の山小屋をイメージしたお菓子の家です。ロンネ

フェルト社のアールグレイ茶葉を練りこんだカカオ生地

でできたチョコレートハウスを花の形のフルーツゼリー

で飾りました。 

 

クリスマスクッキー 463 円 

サンタクロースやトナカイ、靴下などクリスマスを

モチーフにした絵柄のアイシングクッキーはひとつ

ひとつ表情が豊か。あなただけのお気に入りを見つけ

てみませんか。  
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5.おせち料理      ご予約・お問い合わせ(ペストリーショップ): 022-722-1234(ホテル代表経由) 

お祝いの席にふさわしい食材を使った新年の幕開けに華を添える洋風おせちです。おもてなし

のお料理としても喜ばれます。 

 

お申込期間：～12月 25日(月) 

ご予約方法：ホームページ、電話、店頭 

お届け日：12月 31日(日)宅配便にて （※対象地域：宮城県、山形県、福島県） 

ペストリーショップ店頭(11:00～20:00)でのお渡しも可能です。 

 

おせち（1 段） 20,000 円 

仙台牛サーロインのステーキ、三陸あわびのやわらか蒸

しに加え、伊勢海老白ワイン蒸しやマグレ鴨のロースト、

パテド カンパーニュなどのバリエーション豊かなテイ

ストが凝縮した一箱です。 

 

 

 

 

 

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 


