PRESS RELEASE
報道関係者各位

2017 年 11 月 9 日
ウェスティンナゴヤキャッスル

WESTIN Christmas 2017
テーマは「Stay
テーマは「Stay Warm」
Warm」
心温まるクリスマス時間を演出いたします
日（金）～12
11 月 10 日（金）～
12 月 25 日（月）
ウェスティンナゴヤキャッスル（名古屋市西区樋の口町 3－19、総支配人・二村等）では、11 月 10 日（金）
から、
「Stay Warm」をテーマにした「WESTIN Christmas 2017」を開催いたします。

テーマ【
テーマ【 Stay Warm 】
「あたたかくしてね。」大切な人を思いやる、冬の優しいひとこと。
お客様みなさまに心温まる時間を過ごしていただきたい、
そんな思いを込めた空間、お料理、サービスでクリスマス時間を演出いたします。

【 装飾・イルミネーション 】
「Stay Warm」は大切な人、身近な人に向けたメッセージ。メッセージのやり取り＝手紙をキービジュア
ルにしたクリスマスデコレーションを展開いたします。
期間：11 月 10 日（金）～12 月 25 日（月）
場所：エントランス／1F ロビー／2F ロビー／B1F ロビー／11F レストラン／3F ウエディングサロン
8F ライブラリーカフェ／フィットネスクラブ
※ホテル外周植栽イルミネーションは 2 月末まで実施

〔ホテル入口風除室〕
大切な人を思う手紙のディスプレイ。

〔1F ロビー メインツリー〕
手紙をオーナメントとして使用し、ランプシ
ェードの灯りが温かさを演出するツリー。

〔ホテル外周植栽イルミネーション〕
名古屋城前の静かなエリアで煌めく温かい光。

【 デジタルインタラクティブアート ～サンタクロースがやってくる
サンタクロースがやってくる～ 】
サンタクロースが家を訪れるイメージで、カーテンに映るサンタクロースの影がお客様の動きに合わせて
動き、まるでサンタクロースに変身したような感覚をお楽しみいただけます。
期間：11 月 1 日（水）～12 月 25 日（月）
時間：①10：00～14：00／②15：00～17：00／③19：00～21：00
場所： 1F ロビー

【 クリスマスディナーショー 】
多彩なラインナップでクリスマスの夜を歌と食事で華やかに彩ります。
場所：2F 宴会場「天守の間」
郷ひろみディナーショー
12 月 15 日（金）1 部 16:00～／2 部 19:45～
松田聖子ディナーショー
12 月 20 日（水）21 日（木）18:00～
コロッケディナーショー
12 月 23 日（土・祝）17:30～
中川翔子ディナーショー
12 月 24 日（日）17:30～

¥43,000
¥49,500
¥39,000
¥35,000

【 クリスマスリース＆ミニツリー
クリスマスリース＆ミニツリーコンテスト
＆ミニツリーコンテスト 2017
2017 】
今年で 15 回目を迎えたお客様参加型コンテスト。写真審査を通過したリース 20 作品、ツリー10 作品
がロビーを彩ります。
展示期間：11 月 17 日（金）～12 月 25 日（月）
展示場所：リース…1F ロビー ミニツリー･･･B1F ロビー
本審査期間：11 月 17 日（金）～11 月 26 日（日）
結果発表：ロビー公開審査／ホームページにて WEB 投票
結果発表：12 月中旬
【 宿泊プラン CHRISTMAS WITH YOU 】
大切な人とお部屋でゆったり過ごすロマンティックなクリスマスプラン。
期間：12 月 1 日（金）～12 月 25 日（月）
料金：スタンダードダブル／ツイン ¥38,000～
料金：スーペリアダブル／ツイン
¥41,000～
料金：ホテルおまかせスイート
¥70,000～
※1 室 2 名様料金 ※朝食付き
※宿泊日により価格が異なります。
内容：・スパークリングワインをお部屋にご用意
内容：・クリスマスオードブルまたはクリスマスケーキをお部屋にご用意
【 レストラン クリスマス三味線パーティー 】
津軽三味線とクラシックピアノ奏者からなるユニット「陽影月」のライブと中国
料理のコラボレーション。
日時：12 月 20 日（水）食事 18:30～
場所：中国料理 柳城
料金：¥12,000（グラスシャンパン付き）

【 レストラン クリスマスディナー
クリスマスディナー 】
期間：12 月 22 日（金）～12 月 25 日（月）
□コンテンポラリー・ダイニング クラウン
名古屋城を眼前に望みながら楽しむフュージョンフレンチ。
時間：17:00～22:00（L.O.21:00）
料金：¥15,000（23 日・24 日除く）
・¥18,000・¥25,000
□クラウン鉄板焼
目の前で焼き上げる音と香りのライブパフォーマンス。
時間：17:00～22:00（L.O.21:00）
料金：¥19,000・¥22,000・¥26,000・¥36,000
□日本料理 西の丸
和で楽しむ、和やかなクリスマス会席。
時間：17:00～21:30（L.O.21:00）
料金：¥10,000（グラススパークリングワイン付き）
□中国料理 柳城
豪華食材を端正な技で仕上げるチャイニーズクリスマス。
時間：17:00～21:30（L.O.21:00）
料金：¥10,000（乾杯シャンパン付き）
□オールデイ・ダイニング ブローニュ
全 70 種類のクリスマスディナーブッフェ。
時間：17:00～21:00（①17:00～②17:30～③19:00～④19:30～／90 分制）
料金：大人¥6,500・シニア（65 歳以上）¥6,000・小学生¥4,000・幼児（4 歳～未就学児）¥2,700
【 レストラン クリスマスランチ
クリスマスランチ 】
期間：12 月 1 日（金）～12 月 25 日（月）
時間：11:30～14:30（L.O.14:00）
料金： コンテンポラリー・ダイニング クラウン ￥6,500
クラウン鉄板焼
￥7,500
日本料理 西の丸 ￥6,500
中国料理 柳城
￥6,000
オールデイ・ダイニング ブローニュ
大人¥3,700・シニア（65 歳以上）¥3,500・小学生¥2,400・幼児（4 歳～未就学児）¥1,400
【 Christmas Cake Collection 2017
017 】
受付期間：12 月 18 日（月）まで
受渡期間：12 月 20 日（水）～12 月 25 日（月）10:00～20:00
受渡場所：ペストリー＆セレクション ロゴス

ホワイトクリスマス
￥4,700

グリオット・ショコラ
￥4,000

リュヴァン
￥5,000

レーヴ・クリエ
限定10 個 ￥10,000

※表示価格は消費税・サービス料を含みます。
（ペストリー＆セレクション ロゴスではサービス料を頂いておりません）

＜ウェスティンナゴヤキャッスルに関する一般の方からのお問い合わせ先＞
ウェスティンナゴヤキャッスル TEL：052-521-2121(代表) HP：http://www.castle.co.jp/wnc/
＜報道関係者からのお問い合わせ先＞
株式会社ナゴヤキャッスル 経営企画室 広報グループ
TEL：052-521-2121(代表) FAX：052-528-1085 E-mail：koho@castle.co.jp

