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Press Release 
2022 年 1 月 12 日 

 

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 

「バレンタイン 2022」限定商品を販売 
 

繊細な口どけのバレンタイン限定ショコラ 

夜景を望む客室でのフルコースディナー付きプラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル（横浜市西区みなとみらい 1-1-1）は、1 月 24 日（月）

～2 月 14 日（月）の期間限定で、ショコラティエールが 1 粒ずつ丁寧に仕上げたバレンタイン限定ボンボン

ショコラアソート「ショコラ バレンタイン」を販売いたします。またバレンタインをラグジュアリーな気分

でお過ごしいただける期間限定の宿泊プランもご用意いたします。 

 

「ショコラ バレンタイン」は、選りすぐりのカカオを贅沢に使用し、味はもちろんのこと、香りや風味など

細部にまでこだわった上品な味わいが特徴。鮮やかな赤がひときわ目を引く「フレーズショコラ」、芳醇な

カカオの味わいが楽しめる「スペシャルビター」など定番の人気フレーバーに加え、グランマニエが香る

「キャラメルオランジュ」、エレガントな味わいの「シャンパンロゼ」などの大人向けフレーバーや、「ラ

イムとオリーブオイル」や「塩ミルク」、「チャイ」などオリジナリティー溢れる新感覚ショコラも登場。

やわらかな口どけとともに、ショコラティエールが生み出すオリジナルフレーバーとショコラとの贅沢なマ

リアージュをご堪能いただけます。ご自分へのご褒美や大切な方へのギフトとしても最適です。 

 

 

「ショコラ バレンタイン」 
［販売期間］ 2022 年 1 月 24 日（月）～2 月 14 日（月） 

［販売店舗］ グルメ&スーベニール「アイ マリーナ」（2 階） 

［営業時間］ 月曜～金曜  11:00～18:00  

  土曜・日曜・祝日 10:00～19:00 

   ＊いずれも数量限定のため、売切れ次第終了とさせていただきます。 

［ご予約・お問い合わせ］ 045-223-2366（アイ マリーナ直通） 
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 3 個入り   1,323 円 

ピンクと赤のグラデーションが際立つハート型のショコラアソート。アルコール

入りのショコラを含む、大人のバレンタインギフトに最適なひと箱です。 
 
・フレーズショコラ：  ほろ苦さの中にいちごの甘酸っぱさが際立つフルー 
     ティーなフレーバー 

・キャラメルオランジュ： 口どけ滑らかなキャラメルガナッシュとグランマニエ 

    が織り成す極上のマリアージュ 

・シャンパンロゼ：  ミルキーなホワイトチョコレートにほのかな果実味と

     芳醇なシャンパンの余韻が広がるエレガントな一粒 

＊「キャラメルオランジュ」と「シャンパンロゼ」は、アルコールを含んでおります。 

 

 

 6 個入り  2,917 円 

新感覚ショコラ 3 種を含む、オリジナリティー溢れる宝石のようなボンボンショ

コラを詰め合わせました。 
 
・塩ミルク なめらかなミルクチョコレートにゲランドの塩がアクセン
  トを添える濃厚な味わい 

・ライムとオリーブオイル オリーブオイルの風味豊かなミルクガナッシュにライムが

  香る新感覚ショコラ 

・はちみつとバニラ 横浜・元町で採れる希少なはちみつを使用した逸品。 

  ブロンドチョコレートのほのかな塩味がはちみつとバニラ

  の優しい甘さを引き立てます。 

・スペシャルビター 上質なカカオの深く柔らかな苦みとともに力強い余韻が広がるアロマティックな一粒 

・フレーズショコラ ほろ苦さの中にいちごの甘酸っぱさが際立つフルーティーなフレーバー 

・ピスタチオ 香り高いピスタチオペーストとほろ苦いビターチョコレートの繊細なマリアージュ 

 

 

 9 個入り  3,969 円 

新作 4 種を含む、ショコラティエール渾身のシックなショコラアソートです。 
 
・スペシャルビター 深く柔らかな苦みの中にカカオの力強い余韻が広がるア
 ロマティックな逸品 

・キャラメル キャラメルの甘さを香ばしさが絶妙に調和する口どけな

 めらかなショコラ 

・ピスタチオ 香り高いピスタチオペーストとほろ苦いビターチョコレ

 ートの繊細なマリアージュ 

・メープルナッツ キャラメリゼしたピーカンナッツのカリッと軽快な食感 が楽しいショコラ 

・フレーズショコラ ほろ苦さの中にいちごの甘酸っぱさが際立つフルーティーなフレーバー 

・チャイ 気品あふれるダージリンの奥に生姜がほのかに香るエキゾチックな味わい 

・マスカルポーネカフェ コーヒーのビターな風味とマスカルポーネの濃厚なコクが調和するクリーミーな一粒 

・ほうじ茶 香ばしいほうじ茶の風味が口の中に優しく広がるまろやかなテイスト 

・レモンとヘーゼルナッツ レモンの酸味と濃厚なヘーゼルナッツ、塩味の効いたガナッシュが奏でるハーモニー 
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おすすめ商品 

 スフレショコラ   596 円 

フランス産の上質なチョコレートのみを使用し上品な甘さに仕上げた、 

“究極の口どけ”のチョコレートケーキ。 

 

 

 ホテルシェイプチョコレート 6 個入り  1,620 円 

     12 個入り 2,700 円 

スイスの最高級チョコレートを使用し、ホテルパティシエが監修。当ホテ

ルのユニークな外観（ヨットの帆）を模したチョコレートは、ミルク／ 

ダーク／ホワイトの３種。 

  

  
＊ 上記価格はすべて税金を含みます。 

 

 

 

宿泊プラン「ふたりの贅沢時間 Dine ＆ Stay」 

 

横浜の煌めく夜景を一望するプライベートな空間で、季節の食材を贅

沢に使用したフルコースディナーが楽しめるバレンタインにおすすめ

の宿泊プラン。おふたりだけのラグジュアリーなおこもりステイをご

満喫いただけます。 

 

［宿泊期間］  2022 年 1 月 19 日（水）～4 月 27 日（水） 

［予約受付］  ～2022 年 4 月 24 日（日） 

［料金（税サ込）］ 48,000 円～（1 名様あたり 24,000 円～） 

 

［プラン内容］  1 泊（1 室 2 名様）・ご夕食（ルームサービス）・ご朝食（ブッフェまたは和定食） 

    正午までのレイトチェックアウト（通常 11:00） 

 

［メニュー内容］ 

・ 漬けマグロのキャビア添え 柚子風味のクーリー 

     タラバ蟹のシャルロット イクラ添え 

・ 蕪のポタージュ 

・ 軽く昆布締めした鰆のポワレ 

     春菊のピューレ クルミとアンチョビオイル 

・ ラムローインの低温調理 スパイス香るソースで 

・ イチゴのフロマージュムース 

・ 自家製パン 

・ コーヒー 

［ご予約・お問い合わせ］ 045-223-2222（代表） 

［予約サイト］   https://bit.ly/3r9Jkua 

 
＊ 画像はすべてイメージです。 
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＊ 諸般の事情により、リリースの内容に一部変更が生じる場合がございます。最新情報はホテルホームページをご確認

 ください。 

 

 

 
ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルについて： 

“風をはらんだヨットの帆”の外観でお馴染みの、横浜を代表するホテル。地上 31 階の建物に、客

室数 594 室、7 のレストラン＆バーのほか、大小 15 室の宴会場を有し、ホテル館内はいたるとこ

ろから海が一望できます。APEC や TICAD など国際行事への対応をはじめ、国内外の数多くの賓

客を「おもてなし」してきたそのホスピテリティには、開業以来、高い評価を頂戴しています

（1991 年 8 月開業）。https://www.icyokohama-grand.com 

 

インターコンチネンタル®ホテルズ&リゾーツについて 

インターコンチネンタルホテルズ＆リゾーツは、75 年を超える歴史で得た知識を活かし、その土地ならではの魅力をご

体験いただける旅をご提供しています。インターコンチネンタルならではの優雅な旅をお楽しみください。充実したアメ

ニティと、さりげない心づかいが感じられる上質なサービスが、グローバルで洗練された旅を実現いたします。お客様ひ

とりひとりに合わせたきめ細やかなサービスによる心のこもったおもてなしで、優雅で心地よいご滞在をご満喫くださ

い。また、インターコンチネンタル® アンバサダープログラムと最上級の特典が付いたクラブインターコンチネンタル®

を通して、特別なサービスをお届けしています。旅慣れたお客様のご滞在が豊かで発見に満ちたものになるよう、ほかで

は味わえない特別なご体験など、その土地ならではの魅力をご紹介しています。詳細は、ブランド公式サイト

www.intercontinental.com その他 SNS サイト www.facebook.com/intercontinental  www.instagram.com/intercontinental 

をご覧ください。 

 

 

本プレスリリースに関するメディアからのお問い合わせ： 

ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテル 

広報担当 川井優子 

Email:  yuko.kawai@icyokohama.com  

Tel:   045-223-2314 

 
＜安心してご来館いただくために衛生管理・安全対策を徹底＞ 

新型コロナウイルス感染症対策として、ホテルご利用のお客様に入館時のサーマルカメラによる検温、手指の消毒お

よびマスクの着用をお願いしております。また、従業員の検温、手洗い・うがい、手指消毒、マスクの着用も徹底し

ております。誠に恐れ入りますが、発熱されているお客様、また体調のすぐれないお客様は、ご入館をご遠慮いただ

きますようお願い申し上げます。対策に関する詳細は以下ホテル HP をご覧ください。 
https://www.icyokohama-grand.com/news-events/detail.php?nid=6 
 

http://www.intercontinental.com/
http://www.facebook.com/intercontinental
http://www.instagram.com/intercontinental
https://www.icyokohama-grand.com/news-events/detail.php?nid=6

