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プレスリリース               ウェスティンホテル東京 
報道関係者各位                  2019年 3月吉日 

 

日ごろから活躍する女性を称賛し、応援する特別なシーズン 

「国際女性デー | HAPPY WOMAN FESTA 2019」 

ハッピーイエロー溢れる特別メニューやチャリティーギフトワゴンが登場！ 

更なる活躍を期待される女性や企業への表彰式をウェスティンホテル東京で初開催 

 

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、 

2019 年 2 月 20 日（水）～3 月 31 日（日）の期間中、「女性がイキイキワクワク生

きられるライフデザイン」をテーマに全国でイベントを展開する「国際女性デー**

注 1）｜HAPPY WOMAN FESTA 2019**注 2）」（主催：HAPPY WOMAN 実行

委員会）を昨年に引き続き開催、日ごろから活躍する女性への感謝の気持ちを込め

たイベントを展開いたします。「国際女性デー」のテーマカラーは、ミモザの花束

を贈る習慣があることからイエローとされています。ウェスティンホテル東京では、

「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

アイテムやサービスをご用意いたします。          

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

**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 2019 「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、３年目とな

る『国際女性デー｜HAPPY WOMAN FESTA 2019』を、東京３会場（恵比寿・銀

座・二子玉川）、全国１２都道府県２９会場で同時開催。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。 
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＜HAPPY  YELLOW スペシャルメニュー＞ 

■フレンチレストラン「ビクターズ」 

ヨーロッパのシャトーのように洗練された雰囲気の中、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

ニューにして提供いたします。初春に旬を迎える春野菜とフレッシュサーモンを盛

り合わせた前菜は、黄蕪、黄ズッキーニ、金柑など、イエローカラーの新鮮素材が

色鮮やかな一品で、シトラスドレッシングで召し上がっていただきます。デザート

には、フレッシュなマンゴーとエキゾチックソースが香るムースとシャーベットを

ご用意。22 階から望む東京の景色が、日ごろ忙しなく過ぎる時間をロマンティッ

クな至福のひとときに演出します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼期間：２月 20 日（水）～3 月 31 日（日） 

▼時間：ランチ 11：30～14：30 ディナー17：30～21：30 

▼コース名・料金：ランチ「エレガント」4,250 円 

ディナー「エスポワール」6,750 円（ともに税・サービス料別） 

▼メニュー： 

・前菜：ハッピーイエローな春のお野菜とスモークサーモンの盛り合わせ（写真） 

・デザート： 

ハッピーイエローなフルーツムースとシャーベット フレッシュマンゴーとエキゾチックソース 

▼問い合わせ先：フレンチレストラン「ビクターズ」03-5423-7777 

 

■日本料理「舞」 

至高の日本料理を提供する日本料理「舞」では、春を味わえる菜の花をまるでブー

ケのように盛り付けた華やかな先付に始まり、こだわりの上質な鯛にグレープフルー

ツのフレッシュな香りをまとわせたお刺身、滋味溢れる旬の黄野菜の色合い美しい

炊き合わせ、そして柔らかく包んだ袱紗寿司(ふくさずし)をご用意。こだわり抜い

た旬の素材を繊細な職人の技で、生き生きと活躍する女性をイメージしたハッピー

イエローな特別会席に仕上げます。 
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▼期間：２月 20 日（水）～３月 31 日（日） 

▼時間：ランチ 11：30～15：00 ディナー17：30～21：30 

▼メニュー名・料金：特別会席「黄々花美」11,000 円（税・サービス料別） 

▼内容： 

・先附：菜の花と飯蛸の辛子浸し とび子（写真手前） 

・食事：煮穴子の袱紗寿司 赤出汁（写真右） 

・炊き合わせ：黄蕪 黄人参 黄隠元 南京 海老の黄味煮（写真左） 

・刺身：鯛のグレープフルーツ締め 妻一式（写真奥） 

▼問い合わせ先：日本料理「舞」03-5423-7781 

 

■広東料理「龍天門」 

2019 年 2 月でリニューアルから 1 周年を迎えた、本格広東料理を提供するレスト

ラン、広東料理「龍天門」では、マヨネーズにマンゴーピューレを加え、フルーティー

な甘酸っぱさが口に広がる「海老のマンゴーマヨネーズソース」。鶏肉とタロイモ

をココナッツミルクで煮込みターメリックで香りづけをしたエキゾチックな味わい

溢れる「鶏肉のココナッツミルク煮」。オレンジの器にタピオカ入りカスタードを

入れて焼き上げ、本場香港で人気の味を再現した広東風プリン「オレンジ焼きプ 

リン」。どれも召し上がっていただくと元気が出るような、鮮やかなイエローカラー

の３品をご用意いたします。 

華やかな見た目と味わい深い本格広東料理をお楽しみ下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼期間：２月 20 日（水）～３月 31 日（日） 

▼時間：ランチ 11：30～15：00（土日祝 11:00~16:00）ディナー17：30～21：30 

▼メニュー名・料金： 

・海老のマンゴーマヨネーズソース 3,800 円（税・サービス料別）※写真手前 

・鶏肉のココナッツミルク煮 ウコンの香り 3,200 円（税・サービス料別）※写真左 

・オレンジ焼きプリン 1,200 円（税・サービス料別）※写真右 

▼問い合わせ先：広東料理「龍天門」03-5423-7787 
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■エグゼクティブ バー「ザ・バー」、スカイラウンジ「コンパスロー

ズ」、ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」 

いきいきと輝いている女性に贈る、ハッピーイエローカラーのカクテルとノンアル

コールカクテルを創りました。アーモンドとバニラを使用したジンをベースにマン

ゴー、トニックウォーターを加えて作る活力溢れるエナジーカクテル「ウィズ ビ

ガー(With Vigor)」、日々働く女性に向けてリラックス効果のあるスパイスとハー

ブを使った心身を癒すノンアルコールカクテル「ハーバル リリーフ(Herbal Relief)」

の２種類の個性溢れるカクテルを心ゆくまでお楽しみください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼期間：２月 20 日（水）～3 月 31 日（日）  

▼メニュー・料金： ウィズ ビガー With Vigor  1,300 円（税・サービス料別） 

 ※写真右 

ハーバル リリーフHerbal Relief  1,100円（税・サービス料別）

※写真左・ノンアルコールカクテル 

※3 店舗にて上記メニューをご提供します 

▼問い合わせ先 スカイラウンジ「コンパスローズ」 03-5423-7283 

          エグゼクティブバー「ザ・バー」 03-5423-7285 

           ロビーラウンジ「ザ・ラウンジ」 03-5423-7287 

 

■ペストリーブティック「ウェスティン デリ」 

1 階「ウェスティン デリ」では、絶大な人気を誇るスイーツを創作し続け、女性を

魅了し続けるウェスティンホテル東京のエグゼクティブペストリーシェフ鈴木一夫

が、ハッピーイエローをテーマに、女性の皆さまが胸いっぱいに幸せを感じていた

だけるようなスペシャルスイーツをご用意いたします。 

 

「マスカルポーネマンゴー」は、ふわふわとした食感と口いっぱいに広がるマンゴー

とマスカルポーネチーズの風味豊かなクリームのムース。甘酸っぱいフレッシュな

苺とマンゴーソースを絡めて、様々な味わいをお愉しみいただけます。 

また、「オレンジマンゴー」は、オレンジとマンゴーをふんだんに使い、スポンジ

にもオレンジとパッションフルーツのシロップをたっぷりとしみ込ませました。ジュー

シーさを際立たせるディプロマットクリームとともにお召し上がりください。 
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▼期間：２月 20 日（水）～3 月 31 日（日） 

▼時間：10：00～21：00 

▼商品名・価格： オレンジマンゴー 720 円（税別）※写真右 

     マスカルポーネマンゴー 720 円（税別）※写真左 

▼問い合わせ先：ペストリーブティック「ウェスティンデリ」03-5423-7778 

 

■スパ「ル・スパ・パリジエン」 

提供する時間と空間すべてにおいてヨーロピアンスタイルにこだわった本格ヨーロ

ピアンスパ「ル・スパ・パリジエン」では、「国際女性デー｜HAPPY WOMAN FESTA 

2019」の取り組みに共感し、全ての女性にこれからの活躍を応援するトリートメ

ントをご用意いたしました。 

ハッピーイエローをイメージし、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、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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼期間：２月 20 日（水）～3 月 31 日（日） 

▼時間：9：30～21：00 

▼メニュー名・料金：HAPPY YELLLOW スパ エクスペリエンス 18,500 円（税・

サービス料別） 

▼内容： 

シトラスリフレッシュボディ 75 分 

背中のオイルセラピー+お好みの箇所を 4 つまでお選びいただけます。 

1）背中の延長  2)脚背面  3)デコルテ＆首 4)頭皮  5)脚表面  6)腕 

▼問い合わせ先：スパ「ル・スパ・パリジエン」 03-5423-7002 

※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 名様でのご利用はペアルームでお受けいただけます（通常プラス 8,000 円）。  

※ 男性のお客様もご利用いただけます。 
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＜HAPPY  YELLOW チャリティー ギフトワゴン＞ 

ロビーには、ホテル内の装花を手掛けるユー花園（youkaen.com/）とのコラボレー

ションで、期間限定の「HAPPY YELLOW チャリティー ギフトワゴン」が登場。

ミモザやハッピーイエローの生花やリースなどをディスプレイし、お買い求めいた

だいた売り上げの一部を女性の活躍を推進する「HAPPY WOMAN 基金」へ寄付

します。 

またギフトワゴンでは、ミモザのリースと、ウェスティンホテル東京が誇る至高の

スイーツやホテルオリジナルのレトルトカレーをはじめとするザ・デリの人気アイ

テムに、シャンパン、レストランでご利用いただけるディナーサティフィケート（お

食事券）を詰め合わせたオリジナルハンパーをご用意します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HAPPY  YELLOW チャリティーギフトワゴン   HAPPY  YELLOW ハンパ― 

 

▼期間：3 月 4 日（月）～3 月 11 日（月） 
▼内容・価格： 

① HAPPY  YELLOW フラワー 700 円～   

HAPPY YELLOW ミモザリース（ミモザのドライフラワーリース）、HAPPY 

YELLOW サシェ（ドライフラワーのミニサシェ）、HAPPY YELLOW ミモザ

ミニブーケなど、ミモザやマーガレット、チューリップなど黄色い花々のブー

ケやカットフラワー、鉢植え、フラワーリースなど 

 

② HAPPY  YELLOW ハンパ―： 

HAPPY  YELLOW ハンパ―  7,500 円 

内容：HAPPY  YELLOW ミモザリース (20cm)、ウェスティン デリ特製「パー

ト ドゥ フリュイ」 2 箱、ウェスティンホテル東京オリジナルカレー「The 

Westin Curry」2 箱、ウェスティン デリ「ドレッシング」1 瓶、ウェスティン 

デリ「フルーツ ジャム」1 個 

 

HAPPY  YELLOW プレミアム ハンパ―  20,000 円 

内容：HAPPY  YELLOW ミモザリース (20cm)、フレンチレストラン「ビク

ターズ」にて HAPPY  YELLOW メニューのディナー サティフィケート（お

食事券） 2 名様（3 月 31 日まで）、ウェスティン デリ特製「パート ドゥ フ

リュイ」 2 箱、ウェスティンホテル東京オリジナルカレー「The Westin Curry」

2 箱、ウェスティン デリ「ドレッシング」1 瓶、ウェスティン デリ「フルー

ツ ジャム」1 個 

https://www.youkaen.com/
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HAPPY  YELLOW ラグジュアリー ハンパ―   34,000 円  

HAPPY  YELLOW ミモザリース (20cm) 、シャンパーニュ(ヴーヴ・クリコ イ

エローラベル) 1 ボトル、フレンチレストラン「ビクターズ」にて HAPPY  

YELLOW メニューのディナー サティフィケート（お食事券） 2 名様（3 月

31 日まで）、ウェスティン デリ特製「パート ドゥ フリュイ」 2 箱、ウェ

スティンホテル東京オリジナルカレー「The Westin Curry」2 箱、ウェスティ

ン デリ「ドレッシング」1 瓶、ウェスティン デリ「フルーツ ジャム」1 個 

 

※「ウェスティン HAPPY YELLOW チャリティーギフトワゴン」の売り上げの一部

を「HAPPY WOMAN 基金」への募金とさせていただきます。 

 

▼問い合わせ先：ウェスティンホテル東京（代表）：03-5423-7000 

 

＜HAPPY  YELLOW フラワー デコレーション “The Gift of Love”> 

ミモザをプレゼントする習慣がある国際女性デーにちなんで、女性への感謝の意味

を込めたミモザの花束やプレゼントボックスをイメージしたフラワーデコレーショ

ンでロビーを華やかに彩ります。ウェスティンホテル東京の男性スタッフが準備作

業に参加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             HAPPY YELLOW フラワー デコレーション “The Gift of Love” 

イメージデザイン：ユー花園   松原千恵（Chie Matsubara）氏 

 

▼期間： 3 月 4 日（月）～3 月８日（金） 

▼問い合わせ先：ウェスティンホテル東京（代表）：03-5423-7000 
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■国際女性デー| HAPPY WOMAN AWARD 2019 for SDGs■ 

女性のエンパワーメント推進と社会活性化を目的とする 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）が主催し、2018 年度に活

躍し、2019 年度更なる活躍を期待できる女性や企業を表彰する「国際女性デー| 

HAPPY WOMAN AWARD 2019 for SDGs」が、ウェスティンホテル東京で初開催

となります。持続可能な社会づくりに貢献した「SDGs WOMAN 部門」など様々

な部門があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼開催日時：3月8日（金）13:00～16:00 

・13:00～13:30 開会／オープニングセッション 

・13:30～14:15 表彰式 

・14:30～15:30 トークセッション「女性による持続可能な社会づくり」 

・15:30～16:00 クロージングセッション／終了 

 

▼登壇者： 

滝川クリステル氏 

知花くらら氏 

十河 ひろ美氏 

島田 由香氏 

佐伯 真唯子氏 

 

▼会場：ウェスティンホテル東京 

▼入場：完全招待制 

▼主催：HAPPY WOMAN実行委員会 

▼共催：ウェスティンホテル東京 

▼後援：国連広報センター／内閣府／外務省／厚生労働省 

▼協力：サッポロホールディングス他 
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■ウェスティンホテル東京の取り組み■ 

ウェスティンホテル東京では、女性の活躍をサポートする取り組みを積極的に行っ

ています。ウェスティンホテル東京では、3月8日の国際女性デーに向け一週間に

渡り、女性スタッフを応援する様々な社内施策を実施しています。 

役員および男性スタッフが、夜勤明けの女性スタッフに朝食を提供したり、無料マッ

サージ付きのティーパーティを開催したり、手作りポプリをプレゼントしたりしま

す。 

他にも多種多様な施策社内向けに実施しており、ウェスティンホテル東京は先進的

に女性が活躍する社会づくりを目指しています。 
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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。ご来館いただくお客様の元気なご滞在を
お手伝いするため、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 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。 
 

ウェスティンホテル&リゾートについて 

ウェスティンホテル＆リゾートは、10年以上にわたりホスピタリティにおけるウェ
ルネスの分野を世界で牽引し、ブランドのウェルビーイングを構成する 6 つの柱、
Sleep Well、Eat Well、Move Well、Feel Well、Work Well、Play Well を通じ、ゲ
ストが旅行中に旅の疲れを乗り越えられるよう尽力しています。約 40 の国と地域
に 225 軒以上のホテルやリゾートを展開し、ブランドを象徴し受賞歴を誇るヘブ
ンリーベッド、革新的なギアレンディングプログラムや、ブランドを代表するフィッ
トネススタジオであるWestinWORKOUT™内の TRX のジム設備、美味しく栄養
豊富なお食事メニューなど、ゲストに幅広いウェルネスサービスをご体験いただけ
ます。詳細については、www.westin.com をご覧ください。また、Facebook
（facebook.com/Westin）、Twitter や Instagram （@westin）で最新情報をご案内
しています。ウェスティンは、これまでのマリオット リワード、ザ・リッツ・カー
ルトン・リワード、スターウッドプリファードゲスト（SPG）に代わり新たに誕生
したマリオットの旅行プログラム、Marriott Bonvoy（マリオット ボンヴォイ）に
参加しています。Marriott Bonvoy は会員の皆さまに並外れたグローバルブランド
ポートフォリオや Marriott Bonvoy Moments での体験、そして無料ホテル宿泊に
向けたポイントやエリートステータス昇格に向けた泊数獲得を含む、比類なき特典
を お 届 け し ま す 。 無 料 会 員 登 録 や プ ロ グ ラ ム 詳 細 に つ い て は 、
MarriottBonvoy.marriott.com をご覧ください。 
 
 
 

【本件に関する取材等のお問い合わせ先】 
ウェスティンホテル東京 マーケティング コミュニケーションズ  
海外メディア担当： Henry Cheung  
E-MAIL: henry.cheung@westinhotels.com / TEL: 03-5423-7716（直通） 
 
国内メディア担当： 長田 彩子   
E-MAIL: saiko.osada@westinhotels.com / TEL: 03-5423-7716（直通） 
 
ウェスティンホテル東京  PR 事務局 担当：前田、小池、楠 
E-MAIL: westin@pr-office.net / TEL: 03-6894-3200     
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