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2021 年 10 月 14 日（木） 

アートホテル大阪ベイタワー 

おうちクリスマスを華やかに楽しむ 

「SARAS」クリスマスケーキ 

ロティサリーチキン・パーティープレートも同時予約受付スタート 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

アートホテル大阪ベイタワーは、2 階「SARAS PATISSERIE」にてクリスマスケーキ全４種とロティサリ
ーチキン、パーティープレートのご予約を 10 月 14 日（木）より開始いたします。 
今年は、こころ惑わせる美しく妖しい禁断の園をイメージしたプレミアムクリスマスケーキ「EDEN」を 

２種、生クリームをふんだんに使用しゴシック調の薔薇を思わせるデコレーションが特徴の「SANCTUARY 
WHITE」と「SECRET BLACK」を販売いたします。  
国産鶏をまるごと一羽、丁寧に焼き上げた「ロティサリーチキン」、前菜からオマール海老やロースト  

ビーフ等のメインディッシュまで揃うパーティープレートは、おうちクリスマスをさらに彩ります。 
ホテルメイドのクリスマスケーキやクリスマスフードで、ご家族やご友人、大切な人と過ごす楽しい  

クリスマスのひとときを演出いたします。 
 

【アートホテル大阪ベイタワー クリスマスケーキ・ロティサリーチキン・パーティープレート概要】 

ご予約承り期間：2021 年 12 月 20 日（月）迄 

お引き渡し日：2021 年 12 月 23 日（木）～12 月 25 日（土） 

お引き渡し方法：2F「SARAS PATISSERIE」またはデリバリー 

※デリバリーは総額 4,000 円以上のご注文につき対応いたします。 

<デリバリー地域> 

（大阪市港区）弁天、波除、磯路、市岡、市岡元町、南市岡、三先、夕凪、石田、田中、福崎、八幡屋、池島、港晴 

（大阪市西区）境川、九条南、川口、九条、千代崎、安治川、本田 

（大阪市此花区）春日出北、春日出中、春日出南、四貫島、梅香、西九条 

（大阪市大正区）三軒家西、三軒家東、泉尾 

<配達時間>11:00～18:00 

ご予約・お問合わせ： 

TEL：06-6573-3132 FAX：06-6573-2855 

受付時間：9:00～18:00 

SARAS PATISSERIE（サラス パティスリー）2階  

営業時間は 11:00～19:00 

Web: https://saras-deli-pastry.com   

 

  

＜報道関係各位＞ 

https://saras-deli-pastry.com/
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商品概要： 
CHRISTMAS CAKE 
◆EDEN -Eve-（エデン -イヴ-）8,000 円 
限定 30 個 （20 ㎝×8 ㎝×高さ 7.5 ㎝） 
フランス高級チョコレートによる繊細な壁面装飾と禁断の果実を思わせる色鮮やかなベリーたち。見るもの
を惑わせる美しさは、外側だけでなく中身の層でも感じられます。生クリームにスポンジ生地、ホワイト   
チョコレートムース、ラズベリーゼリー、ピスタチオ生地の重なりを楽しめる贅沢なひと品です。 
 
◆EDEN -Adam-（エデン -アダム-）8,000 円 
限定 20 個 （20 ㎝×8 ㎝×高さ 7.5 ㎝） 
フランス高級チョコレートによる繊細な壁面装飾と色鮮やかなベリーはそのままに、リキュールとビター   
チョコレートが香り立つひと品。生クリームにチョコレートスポンジ生地、キルシュの生クリーム、コアン
トローにつけたチェリー入りチョコレートムースを重ねた大人も楽しめる味わい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真左から、「EDEN -Eve-」、「EDEN -Adam-」 

 
◆SANCTUARY WHITE（サンクチュアリ ホワイト）（4 号）4,000 円 
聖域を連想させる無垢なホワイトは、北海道産の原乳を使用し、ふわふわに泡立てた生クリームによるも
の。ゴシック調の薔薇を模したデコレーションがクリスマスムードを盛り上げます。中身はスポンジ生地に
生クリーム、苺スライスを重ねて、甘さを控えたテイストです。 
 
◆SECRET BLACK（シークレット ブラック）（4 号）4,000 円 
クリスマスの夜、人知れず出産されたイエス。その誕生の“夜”に想いを馳せ、チョコレートソースを加え
て、落ち着いた色味に。中身はココアスポンジ生地とチョコレート生クリーム、苺スライス。聖夜にピッタ
リの仕上がりです。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真左から、「SANCTUARY WHITE」、「SECRET BLACK」 

 

ROTISSERIE CHICKEN & PARTY PLATE 

◆ロティサリーチキン（1 羽）2,500 円 

5 種類のハーブと野菜に長時間漬け込み、専用のロティサリーグリルで丁寧にじっくりと焼き上げました。 

国産鶏を使用しています。 
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◆パーティープレート 

（L・直径 36 ㎝ / 4～6 名様分）8,500 円 

（M・直径 32 ㎝ / 3～4 名様分）6,000 円 

ホテルパンケット料理の定番をご家庭でお楽しいいただけるパーティープレートです。 

国産牛のローストビーフ、ロティサリーチキン（1/2羽）、ノルウェーサーモンのマリネ ケッパーベリー＆レモン添え、

オマール海老のポッシェ 冷製ベアルネーズソース、パルマ産生ハム＆苺 クリームチーズのミニタルト、シャルキュトリ

ー盛り合わせ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真左から、「ロティサリーチキン」、「パーティープレート」 

 

※画像はすべてイメージです。 

※仕入れの状況により、食材、メニューに変更がある場合がございます。 

※上記料金には消費税が含まれております。 

 

― 「アートホテル大阪ベイタワー」概要 ― 

【名   称】 アートホテル大阪ベイタワー 

【所  在  地】 〒552-0007 大阪市港区弁天 1-2-1 TEL: 06-6577-1111（代） 

交 通:JR 大阪環状線「弁天町」駅北口 / 大阪メトロ中央線「弁天町」駅西口より連絡通路で直

結 /「新大阪駅」より電車で約 12 分、関西国際空港より電車で約 60 分 

【開  業  日】 2018 年 3 月 29 日（木）リブランド開業 

【階   数】 地上 51 階建 

【客   室】 464 室／全 21 タイプ 

【レストラン】 レストラン 4 店舗、バー1 店舗、デリカテッセン 1 店舗、パティスリー1 店舗 

◼ 51 階   SKY BUFFET 51 

◼ 20 階   鉄板焼 RURI / 割烹みなと / BAR LOUNGE TWENTY 

◼ 2 階   SARAS CAFE & BRASSERIE ※2021 年 10 月 2 日（土）オープン 

SARAS DELICATESSEN  ※2021 年 10 月 2 日（土）オープン 

SARAS PATISSERIE 

【館内設備】 ロビー/フロント/会議室/宴会場/無料 Wi-Fi 完備 

【運営会社】 株式会社マイステイズ・ホテル・マネジメント 

（東京都港区六本木 6-2-31 六本木ヒルズノースタワー14 階） 

【ご予約先】 TEL: 06-6577-1111（代） 公式 HP: https://www.osaka-baytower.com/ 

 

マイステイズ・ホテル・マネジメント: https://corporate.mystays.com/ 

マイステイズ・ホテル・グループ: https://www.mystays.com/  

アートホテル 

ビジネスや観光の拠点として、国内の主要都市でさまざまなライフスタイルイベントに対応するフルサービスホテル。 

結婚式・謝恩会・歓送迎会などの各種パーティーやコンベンションなど、宴会・バンケットホールのほか、オールデイ 

ダイニングやレストラン・カフェ・ベーカリーなどを備え、幅広いお客様にご利用いただいております。 

※施設により付帯設備は異なります。 

北海道❶アートホテル旭川 青森❷アートホテル青森、アートホテル弘前シティ 岩手❶アートホテル盛岡 新潟❷アートホテル新潟

駅前、アートホテル上越 大阪❶アートホテル大阪ベイタワー（空庭温泉 OSAKA BAY TOWER グループホテル） 

福岡❶アートホテル小倉  ニュータガワ  大分❶アートホテル大分 宮崎❶アートホテル宮崎 鹿児島❶アートホテル鹿児島     

沖縄❶アートホテル石垣島 
― 取材に関するお問合せ ― 

アートホテル大阪ベイタワー マーケティング担当 岸   

TEL: 06-6573-3131 Fax: 06-6573-2855 E-mail: makiko.kishi@mystays.com 

 

 

https://www.mystays.com/

