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ウェスティンホテル東京 
「国際女性デー HAPPY WOMAN FESTA 2018 」 
とコラボレート 
～女性を応援するハッピーイエローがあふれる一週間～ 
 
ウェスティンホテル東京（東京都目黒区 総支配人チャールズ・ジャック）は、
2018年 2月 28日（水）～3月 8日（木）の期間中、「すべての女性が主人公・
働く女性を輝く女性に」をコンセプトに、「国際女性デー**注 1）HAPPY WOMAN 
FESTA 2018**注 2）」とコラボレート
し、いつも頑張っている女性を応援す
るプロモーションを開催いたします。
「国際女性デー」のテーマカラーはイ
エロー。「ハッピーイエロー」を随所
に使用し、女性が明るい気持ちにな
り、幸せを感じるアイテムをご用意い
たしました。 
 
**注 1）国際女性デー 
1904年ニューヨークでの婦人参政権を要求したデモを起源とし、国連は、1975
年の国際婦人年において、3月 8日を国際女性デー（International Women‘s 
Day）として祝い始めました。 2年後の 1977年 12月、国連総会は、それぞれの
歴史また伝統に応じて、加盟国が一年のうちの任意の日を女性の権利及び国際平
和のための国連の日と宣言できる決議を採択。 国際女性デーは、自分たちの国や
社会で、歴史上すばらしい役割を担ってきた一般の女性たちによってもたらされ
た前進、変化への要求、そして勇気と決断を称える日です。 
 
**注 2）HAPPY WOMAN FESTA 2018 
女性のエンパワーメント推進と社
会活性化」を目的とした HAPPY 
WOMAN 実行委員会（事務局：一
般社団法人ウーマンイノベーショ
ン）は、国連が制定している３月８日の「国際女性デー」を日本の新たな文化行
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事として定着させ、女性が生き生きと生きられる社会を実現すべく、２年目とな
る『国際女性デー｜HAPPY WOMAN FESTA 2018』を、東京２会場（渋谷・恵
比寿）、大阪・愛知・宮城にて同時開催。恵比寿では、「恵比寿ガーデンプレイ
ス」「ウェスティンホテル東京」「恵比寿三越」などで開催。 

 
 
女性に人気のランチとディナーのそれぞれ 1コースの前菜とデザートを、ハッピ
ーイエローをイメージしたメニューに変更してご提供いたします。イエローをお
しゃれに食し、幸せな時間をお過ごしください。 

 

フレンチレストラン「ビクターズ」22F 

■HAPPY WOMAN コース 
期間：2018年 2月 28日（水）～3月 8日（木） 
時間：ランチ 11:30～14:30 / ディナー17:30～21:30 
場所：フレンチレストラン「ビクターズ」22F 
料金：ランチ「HAPPY WOMAN エレガントコース」お一人様 4,250円 
   ディナー「HAPPY WOMAN エスポワールコース」お一人様 6,750円 
HAPPY  YELLOW メニュー： 
前菜 
スモークサーモンのハッピー 
イエローサラダ仕立て 
デザート 
パッションフルーツムースと 
マンゴーシャーベットの 
ハッピーデザート 
お問合せ・ご予約：TEL：03-5423-7777(10:00～22:00) 
＊ 料金には、税金およびサービス料 13%を別途加算させていただきます。 
 

広東料理「龍天門」2F 
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女性にうれしいルイボスティーを使い、ハッピーイエローをテーマカラーにした
アラカルトを 3品ご用意いたします。新料理長を迎えた龍天門が、本格的な広東
料理を頑張る女性のみなさまにお届けいたします。 

 
 
テーマカラーの黄色と華やかな花をイメージした料理を盛り込んだ特別会席をご
用意。ハッピーイエローを楽しみながら、日本料理の繊細な美しさをご堪能くだ
さい。日本の心に触れ、女性の美しさを実感する優雅な時間をお過ごしいただけ
ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

■HAPPY WOMAN アラカルト 
期間：2018年 2月 28日（水）～3月 8日（木） 
時間：ランチ   平日 11:30～15:00 土日祝 11:30～16:30/ ディナー17:30～21:30 
場所：広東料理「龍天門」2F 
メニュー： 
海老の塩卵黄味炒め 4,000円 
塩漬けしたアヒルの卵の黄身の部分だけを使い、ほど良い塩味に仕上げた驚き
の一品です。 
ルイボスティーと帆立の黄金チャーハン 2,500円 
女性の健康を考え、ルイボスティーで炊き込んだご飯を使用した炒飯です。 
マンゴーふんだんのスープデザート 1,200円 
果肉がたっぷり入ったマンゴーのデザートです。 
 
お問合せ・ご予約：TEL：03-5423-7787(10:00～22:00) 
＊ 料金には、税金およびサービス料 13%を別途加算させていただきます。 
 
 
 
 
日本料理「舞」2F 
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スイーツの美味しさには定評のあるウェスティンホテル東京が、女性のみなさま
が幸せを感じていただけるスペシャルスイーツをご用意いたします。ハッピーイ
エローをテーマに、かわいいスイーツと大人なスイーツの 2 種類が登場します。 
 
大人なスイーツ「エキゾチック ショコラ」 
パッションフルーツとマンゴー、バナナなどを使った黄色いムースは、アクセン
トにライムを使い、酸味のあるすっきりとした味わいに。ムースの真ん中には、
チョコレートクリームが入っており、味の変化を楽しめます。 
酸味、甘み、苦みが絶妙に調和した大人のスイーツです。 
 
かわいいスイーツ「マンゴープリン」 
ココナッツとマンゴーで作ったなめらかなマンゴープリンに、マンゴーの果肉と
ソース、そしてイチゴをあしらい、明るく元気な女性を思わせる見た目にもかわ
いらしいスイーツです。 
 
 

■特別会席「黄々花美 ききはなび」 
期間：2018年 2月 28日（水）～3月 8日（木） 
時間：ランチ   平日 11:30～15:00 / ディナー17:30～21:30 
場所：日本料理「舞」2F 
料金：お一人様 11,000円 
お品書き； 
先付け 車海老と菜の花の黄味酢かけ トマト 焼き霜帆立 木の芽 
御 椀 白味噌仕立て 蓮根豆富 梅花人参 鶯萵苣塔 柚子 軸菜 
お造り ハッピーイエローと花のお刺身サラダ 柚子の香り 
焼き物 寒さわらの甘酒焼き 雪輪大根 金柑蜜煮 
揚げ物 白魚の黄味揚げ 山菜と筍の天婦羅 
煮 物 海老芋含め煮 春菊 針柚子 
食 事 赤飯穴子蒸し または 蛸と若布の炊き込みご飯／香の物 赤出汁 
甘 味 桃薫苺と京の雫 ミルク羹 
 
お問合せ・ご予約：TEL：03-5423-7781(10:00～22:00) 
＊ 料金には、税金およびサービス料 13%を別途加算させていただきます。 
 
 
 
 

ペストリーブティック「ウェスティン デリ」1F 

ウェスティンホテル東京 
THE WESTIN TOKYO 
 
〒153-8580  東京都目黒区三田1-4-1 
1-4-1  Mita, Meguro-ku, Tokyo 
153-8580  Japan 
 
T  +81.3.5423.7000 
F  +81.3.5423.7600 
www.westin-tokyo.co.jp 
 



 

 
 
 
いきいきと輝いている女性に贈る、個性あふれる 2種類のカクテルを、バーテン
ダーが YELLOW カラーを使って創りました。 

■HAPPY YELLOW スイーツ 
期間：2018年 2月 28日（水）～3月 8日（木） 
時間：10:00～21:00 
場所：ペストリーブティック「ウェスティン  デリ」1F 
料金：各 680円 
・エキゾチック ショコラ 
（写真右） 
・マンゴープリン 
（写真左） 
お問合せ・ご予約： 
TEL：03-5423-7778 
(10:00～21:00) 
＊ 料金には、税金を 

別途加算させていただきます。 
 
 
 
 

スカイラウンジ「コンパスローズ」22F 
エグゼクティブバー「ザ・バー」1F 

■HAPPY YELLOW カクテル 
期間：2018年 2月 28日（水）～3月 8日（木） 
時間：平日 16:00～24:30 / 土日祝 14:00～24:30 
場所：スカイラウンジ「コンパスローズ」22F 
   エグゼクティブバー「ザ・バー」1F 
料金：  
・Jewel 1,400円（写真左） 
グレープフルーツジュースと少し甘めのレモンリキュールを使って作ったフロ
ーズンカクテルは、グレープフルーツの果肉もふんだんに入ったハッピーイエ
ローなカクテルです。 
・Yellow Harvest（ノンアルコール）1,200円（写真右） 
トマトとオレンジのジュースと、パプリカ、セロリ、グレープフルーツ、マン
ゴー、レモンがブレンドされたジュースの 2つの味を楽しめるフローズンカク
テル。野菜と果物の栄養素がしっかり摂れる女性にうれしい 1杯です。 
お問合せ・ご予約： 
「コンパスローズ」TEL：03-5423-7283 (14:00～25:00) 
「ザ・バー」TEL：03-5423-7285 (10:00～25:00) 
＊ 料金には、税金およびサービス料 13%を別途加算させていただきます。 
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心身の癒しをお届けする特別トリートメントプランをご用意。ハッピーイエロー
にちなみ、柑橘系を中心としたオリジナルブレンドのオイルを使用し、疲れやす
い肩や背中の筋肉の緊張をほぐしコリを解消。はつらつとした元気な女性を取り
戻すお手伝いをいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

スパ「ル・スパ・パリジエン」4F 

■HAPPY WOMAN トリートメント 
期間：2018年 2月 28日（水）～3月 31日（土） 
時間：9:30～21:00 
場所：スパ「ル・パリ・ジエン」4F 
料金：リフレッシュデトックスボディ 70分 17,500円 
・フットバス+背中・脚背面のオイルトリートメント 
トリートメント後はハーブティーをご用意いたします。 
※トリートメント前後にアクアエリア（温浴施設）もご利用いただけます。 
※ 2 人でのご利用はペアルームでお受けいただけます（通常 8,000 円）。 
※ 男性のお客様もご利用いただけます。 
お問合せ・ご予約：TEL：03-5423-7002 (9:00～21:00) 
＊ 料金には、税金およびサービス料 13%を含みます。 
 

ウェスティンホテル東京 
THE WESTIN TOKYO 
 
〒153-8580  東京都目黒区三田1-4-1 
1-4-1  Mita, Meguro-ku, Tokyo 
153-8580  Japan 
 
T  +81.3.5423.7000 
F  +81.3.5423.7600 
www.westin-tokyo.co.jp 
 



 

 
 
よりゆったりと心身のリフレッシュをしていただくために、スパの「HAPPY 
WOMAN トリートメント」と宿泊がセットになった宿泊プランをご用意いたしま
した。優雅で贅沢な時間をお過ごしいただけるよう、YELLOW カラーにちなみ
「ヴーヴ・クリコ イエローラベル」のフルボトル シャンパンも 1 本お部屋にお届
けいたします。お部屋はエグゼクティブルームをご用意。非日常の時間を存分に
お楽しみいただけます。 
 
 
 
 
 
 
 
エグゼクティブルームでのご滞在 
お泊りいただくお部屋は、エグゼクティブルーム（15 階～21 階の高層階）をご
用意。専用ラウンジ「ウェスティン エグゼクティブクラブ」では、以下の充実し
た内容をご利用いただけ、特別な時間をお過ごしいただけます。 
 
・エグゼクティブクラブ専用のチェックイン／アウト 
・ご朝食サービス※以下の 4 施設よりお選びいただけます。 
  ウェスティン・エグゼクティブ・クラブラウンジ 
  インターナショナル ブッフェ レストラン ザ・テラス（1 階） 
  フレンチレストラン ビクターズ（22 階） 
  日本料理 舞（2 階）※日祝のみ 
・ティーサービス 
・午後のライトスナックサービス 
・イブニングカクテルサービス（17:30～19:30） 
 ウェスティン・エグゼクティブ・クラブラウンジ 
 または、コンパスローズ（22 階）、ザ・バー（1 階）もご利用いただけます。 
 
温感オイル配合 モデリング スクラブ ボディ バスソルトをプレゼント 
モデリング スクラブ ボディ バスソルト 330ｇをおひとり１個プレゼント（通常
販売価格 5,400 円）。国産の塩と温感オイルを配合した贅沢なバスソルトです。
角質を優しくケアし、強い保湿性・発汗作用で代謝の働きを助けます。さわやか
な柑橘の香りで至福のバスタイムをお楽しみください。ロイヤルゼリーエキス、
ヒアルロン酸も配合で、しっとりとした肌へと導きます。 
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ウェスティンホテル東京について 
緑豊かな洗練された街、恵比寿に位置するウェスティンホテル東京は、日本を代
表するヨーロピアンスタイルのホテルです。ウェスティンのグローバルなブラン
ドミッション“For a better you.™”に基づき、ご来館のお客様にご到着時よりもす
がすがしい気分でご出発いただきたく、心身の安らぎと活力を与える数々の独自
のプログラムを提供しております。大きな窓を備えたヨーロピアンスタイルの全
客室（438 室）には、ウェスティンホテル＆リゾートが安眠を追求し、雲の上の
寝心地と称される「ヘブンリーベッド」で、快適な睡眠をお約束いたします。 
また、ホテル内には個性豊かな 5 つのレストランと 3 つのバー/ラウンジの他、本
格的スパ「ル・スパ・パリジエン」では心身のリラックスに役立つ極上のスパメ
ニューをご提供しております。大理石の大きな柱を特徴とするロビーや館内随所
に点在するブロンズ像、絵画、タペストリーなどの数々の美術品はヨーロピアン
スタイルをさらに演出しています。ホテルの敷地内には、英国のチェルシーフラ
ワーショーで何度もゴールドメダルを獲得した世界的にも有名な景観アーティス
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■HAPPY WOMAN 宿泊プラン～国際女性デーリフレッシュパッケージ～ 
販売期間：2018年 2月 23日（金）～4月 3日（火） 
宿泊期間：2018年 2月 28日（水）～4月 8日（日） 
料金：エグゼクティブルーム 1泊 1室 2名様 85,036円～ 朝食付き 

特典： 
・「ル・スパ・パリジエン」にて、柑橘系オイルを使用した特別トリートメント70分 
・「ヴーヴ・クリコ イエローラベル」シャンパーニュ フルボトル1本 
・温感オイル配合 モデリング スクラブ ボディ バスソルト 330ｇをプレゼント 
・ウェスティン エグゼクティブクラブのご利用 
お問合せ・ご予約：  
宿泊予約課 03-5423-7770 (平日 9:00～19:00 ･ 土日祝 9:00～17:00) 
＊ 料金には、税金およびサービス料 13%を含みます。(東京都宿泊税別)  
＊ メニュー内容およびプログラムは予告なく変更となる場合がございますのでご了承願
います。 



 

ト 石原和幸氏デザインによる、都会の中の緑のオアシス「ウェスティン ガーデン」
があり、四季折々に異なる景観をお楽しみいただけます。 
 
 
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 5,700 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。 
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ウェスティンホテル東京 
Henry Cheung (海外メディア担当) 
ディレクター オブ マーケティング＆コミュニケーション  

Email: henry.cheung@westin.com TEL: 03-5423-7716 (直通) 
 
堀越 智子 (国内メディア担当) 
アシスタントマーケティングマネージャー 

Email: tomoko.horikoshi@westin.com TEL: 03-5423-7716（直通） 
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