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2019 年 10 月 2 日

ウェスティンホテル仙台
タイ国際航空 仙台～バンコク便 就航記念
世界を魅了する「マンゴツリー」の本格タイ料理を仙台で。
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「The World of Authentic Thai Cuisine」を開催
10 月 25 日(金)～11 月 10 日(日)

マンゴツリー東京「プー パッ ポンカリー(蟹の玉子カレー炒め)」

ウェステゖンホテル仙台（仙台市青葉区一番町、総支配人 佐藤巨輔）では、2019 年 10 月 30 日
のタ国際航空 仙台～バンコク便の就航を記念し世界中で愛されるタ料理レストラン「マン
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ゴツリー」の本格的なタ料理をお楽しみいただく特別フェゕ「The World of Authentic Thai
クジーヌ

Cuisine」
（協賛：タ国際航空、後援：タ国政府観光庁）を 10 月 25 日(金)～11 月 10 日(日)
の間、ホテル内レストラン「シンフォニー」で開催いたします。
ご予約・お問い合わせ:022-722-1234(ホテル代表経由)

“微笑みの国”として世界中の旅行者を魅了するタが、いよいよ仙台ともダレクトに。ウェル
ビーングなホテルラフをグローバルにお届けするウェステゖンでは、この素晴らしいニュー
スを記念し、タの食文化の魅力を東北・宮城の皆様にご紹介いたします。世界中で愛されるタ
料理は、ハーブやスパスが織りなす独特な味覚により、辛味、酸味、甘味がバランスよく味
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わえるのが特徴。
バンコクで 20 年以上もこの伝統的なタ料理を提供し続ける「マンゴツリー」
は、地元における高い評価をベースに、今では世界各地の大都市に展開するレストランです。な
かでも、2002 年開業の「マンゴツリー東京」は、厳選された食材とタの伝統的な調理法を守
る高品質な料理で、タ国商務省が本場のタ料理を味わえるレストランとして選ぶ「タ・セ
レクト・プレミゕム」に認定されました。今回、ウェステゖンホテル仙台がお贈りする特別フェ
ゕでは、
「マンゴツリー東京」の総料理長を務める舘山修シェフをゲストシェフに迎え、シグネ
チャーメニュー「プー パッ ポンカリー(蟹の玉子カレー炒め)」をはじめ、定番メニューのソム
タム(グリーンパパヤのサラダ)やトム ヤム クン(海老のスパシー＆サワースープ)など、
「マンゴツリー」の本格的タ料理を数多く提供いたします。デゖナーでは、ホテルシェフのモ
ダンフレンチメニューとのコラボレーションをお楽しみいただける特別コースも。ハーブやスパ
スの豊かな風味とエキゾチックな味わいのタ料理をウェステゖンでお楽しみください。

ホテルではフェゕ開催中にタ・バンコクへの航空券と「ウェステゖングランデ・スクンヴゖッ
ト, バンコク」の宿泊券がセットになった豪華賞品などがあたるプレゼントキャンペーンを実施
いたします。キャンペーンについては公式ホームページにてご案内いたします。

マンゴツリー東京 総料理長 舘山 修氏について
タで伝統的な調理法を習得し、国内外の方々から高く評価されているマンゴツリー
に認められ絶大な信頼を得ている舘山氏。世界 3 号店となる日本店の立ち上げに加わ
り、伝統的なタ料理を普及する伝道師としての役割を担う。優れた味覚と日本人な
らではの繊細な感性から生み出される料理は多くの人々を惹きつけてやまない。

＊タ･セレクト･プレミゕム
タ国商務省の厳しい審査に合格し 5 つ星にあたると評価されたタ・レストランに与えられる基準認定証。タ
国外にいながら本場のタ料理を味わえるレストランの証です。日本国内では 4 店舗のみ。
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The World of Authentic Thai Cuisine
期間：10 月 25 日(金)～11 月 10 日(日)
場所：レストラン シンフォニー(26 階)
協賛：タ国際航空 後援：タ国政府観光庁
時間：デゖナー 17:30～22:00(21:00 ラストオーダー)
ランチ

11:30～14:30(14:00 ラストオーダー)

料金：デゖナーコース 6,800 円、ゕラカルト 1,300 円～
シーズナルランチ セミブッフェ 3,000 円(メンデゖッシュ 1 品)、4,000 円(メンデゖッシュ 2 品)

＜メニュー例＞
ザ

ワ ー ル ド オブ オーセンテゖック

タ 

クジーヌ

ディナーコース「The World of Authentic Thai Cuisine」6,800 円
◇ゕミューズ
食前のお楽しみ
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◇前菜
帆立貝とメカジキトロの炙り パクチーのソルベ パパヤのサラダ添え
◇スープ
鶏肉のココナッツスープ “トム カー ガ”
◇魚料理
蟹の玉子カレー炒め “プー パッ ポンカリー”
◇肉料理
ジ ャ パ ン エックス

バナナリーフで包んだJAPAN X のロテゖ キーラムとカカオのソース
◇デザート
マンゴツリーオリジナルマンゴプリン、レストラン シンフォニーのラチソルベ ココナッツ風味
◇プテゖフール
◇コーヒー または 紅茶

このほかにゕラカルトとして魚介を使ったシーフードサラダ “ヤム タレー”(1,800 円)、マンゴツリーオリジナルマンゴ
プリン＆タピオカ(1,300 円)などのお料理のほか、お飲み物ではタ産のビール、ワンなどを多数ご用意しております。

シーズナルランチ セミブッフェ
20 品以上のブッフェ料理の中でマンゴツリーオリジナルメニューを 10 品
お楽しみいただけます。

◇ブッフェ料理
グリーンパパヤのサラダ “ソム タム”
牛のソテー スパシーハーブ和え “ナムトック ヌゕ”
海老のスパシー＆サワースープ “トム ヤム クン”など 8 品
◇ラブキッチンステーション
マンゴツリーオリジナル生米麺 “センレック ナーム”など 2 品

※掲載の料金は特別な記載がない限り、すべて消費税・サービス料を含んでおりません。
※写真はすべてメージです。
※メニューの内容は変更になる場合があります。

mango tree について
タ・バンコクに約 100 年以上前に建てられたタ伝統様式の邸宅を改装し
一軒家レストランとして 1994 年に創業。ロンドン、ドバ、香港など世界各国
に展開するタ料理レストランで、”Authentic Thai Cuisine”をテーマに、タ
伝統の味を洗練されたサービスと共にお届けしています。2002 年 9 月に東京・丸の内に「マンゴツリー東京」が
日本 1 号店としてオープン。
タイ国際航空について
タイへの翼、タイ国際航空
観光資源豊かなタへ、豊富なネットワークを持つタ国際航空。首都バンコ
クを基点とし、タ国内主要都市はもちろん、ゕジゕ、オーストラリゕ、ヨー
ロッパなど、世界 63 都市に就航しています。日本ヘは羽田・成田/名古屋/関
空/福岡/札幌に就航。2019 年 10 月 30 日からは仙台に就航予定となっており、
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2019 冬期スケジュールでは、日本－バンコク間を週 80 便（コードシェゕ便を除く）の最多の翼で結びます。微
笑みの国、タの伝統に培われたホスピタリテゖに定評のあるタ国際航空は、世界最大の航空ゕラゕンス、
「スターゕラゕンス」の創立メンバーでもあります。
ウェスティンホテル&リゾートについて
ウェステゖンホテル＆リゾートは、10 年以上にわたりホスピタリテゖ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、革新的なギゕレンデゖン
グプログラムや、ブランドを代表するフゖ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。ウェステゖンは、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ゔードゲスト（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）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。

【本件に関する報道関係者様からのお問い合わせ先】
ウェステゖンホテル仙台
〒980-0811
Tel

022-722-1234(代表)

セールス＆マーケテゖング部

岩渕・栗田

仙台市青葉区一番町 1-9-1
E-mail
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marketing@westin-sendai.com

