
アクティビティカレンダー

日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日 日曜日

全日

09:00-
ペントンからの挑戦状21:00

10:00 - トレジャーズ！アイランド
(キッズアクティビティ )16:00 ［15:00 最終受付］ 

10:00 -
ペントンゴルフ・卓球 22:00

10:00 -
屋内プール20:00

09:00 - ガーデンプール
17:00 ( 夏季限定 ) 

16:00- シェラトンベルキッズ
18:00 ( ベルスタッフ体験 ) 

09:00-
ペントンからの挑戦状21:00

10:00 - トレジャーズ！アイランド
(キッズアクティビティ )16:00 ［15:00 最終受付］ 

10:00 -
ペントンゴルフ・卓球 22:00

10:00 -
屋内プール20:00

09:00 - ガーデンプール
17:00 ( 夏季限定 ) 

16:00- シェラトンベルキッズ
18:00 ( ベルスタッフ体験 ) 

09:00- 09:00- 09:00-
ペントンからの挑戦状 ペントンからの挑戦状 ペントンからの挑戦状21:00 21:00 21:00

10:00 - トレジャーズ！アイランド 10:00 - トレジャーズ！アイランド 10:00 - トレジャーズ！アイランド
(キッズアクティビティ ) (キッズアクティビティ ) (キッズアクティビティ )16:00 ［15:00 最終受付］ 16:00 ［15:00 最終受付］ 16:00 ［15:00 最終受付］ 

10:00 - 10:00 - 10:00 -
ペントンゴルフ・卓球 ペントンゴルフ・卓球 ペントンゴルフ・卓球 22:00 22:00 22:00

10:00 - 10:00 - 10:00 -
屋内プール 屋内プール 屋内プール20:00 20:00 20:00

09:00 - ガーデンプール 09:00 - ガーデンプール 09:00 - ガーデンプール
17:00 ( 夏季限定 ) 17:00 ( 夏季限定 ) 17:00 ( 夏季限定 ) 

ベイサイドサンライズラン & ウォーク / お散歩マップ付

16:00- シェラトンベルキッズ 16:00- シェラトンベルキッズ 16:00- シェラトンベルキッズ
18:00 ( ベルスタッフ体験 ) 18:00 ( ベルスタッフ体験 ) 18:00 ( ベルスタッフ体験 ) 

09:00-
ペントンからの挑戦状21:00

10:00 - トレジャーズ！アイランド
(キッズアクティビティ )16:00 ［15:00 最終受付］ 

10:00 -
ペントンゴルフ・卓球 22:00

10:00 -
屋内プール20:00

09:00 - ガーデンプール
17:00 ( 夏季限定 ) 

15:40-
親子でベリーダンス体験16:20

09:00-
ペントンからの挑戦状21:00

10:00 - トレジャーズ！アイランド
(キッズアクティビティ )16:00 ［15:00 最終受付］ 

10:00 -
ペントンゴルフ・卓球 22:00

10:00 -
屋内プール20:00

09:00 - ガーデンプール
17:00 ( 夏季限定 ) 

午前

午後

18:00 - ナイトプール
21:30 ( 夏季限定 ) 

13:00- ピアノパフォーマンス
14:00

18:00 - ナイトプール
21:30 ( 夏季限定 ) 

13:00- ピアノパフォーマンス
14:00

ベイサイドサンセットラン & ウォーク / お散歩マップ付

18:00 - ナイトプール 18:00 - ナイトプール 18:00 - ナイトプール
21:30 ( 夏季限定 ) 21:30 ( 夏季限定 ) 21:30 ( 夏季限定 ) 

18:00 - ナイトプール
21:30 ( 夏季限定 ) 

18:00 - ナイトプール
21:30 ( 夏季限定 ) 

夕食前に

夜

子供向けアクティビティおすすめのアクティビティ ファミリーアクティビティ



   

 

 

おすすめのアクティビティ
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテルでは、ご家族でのご旅行をお楽しみいただくために、
ファミリープログラム「Side by Side」をご用意しています。

シェラトン・ガーデン BBQ
東京ベイの心地よい風を感じながら、緑あふれる広大な
ガーデンでBBQをお楽しみいただけます。
お肉やシーフード、新鮮な野菜や果物、デザートをご家族
みなさまでお楽しみください。

日時
7月26日（月）～ 8月31日（火） 
※8月7日（土）～8月15日（日）は除く
5:30 PM ～ 7:30PM（L.O 6:45 PM）

料金
お一人様 7,500円（2名様～8名様まで） 
※2日前の17時までにご予約ください。

*飲み物は別料金です。
*天候不良の場合は、グランカフェに変更となります。
*メニューは季節により変更されることがあります。
*2名様～8名様までご利用いただけます。

ご予約・お問合せ 

047-355-5555 料飲オフィス
営業時間 10:00 AM - 5:00 PM

ペントンアドベンチャーズ
シェラトンの人気キャラクター「ペントン」と一緒にミニゴ
ルフに挑戦してみませんか？

たっぷり遊んだ後は、OASISでスイム＆サウナを楽しんで
みてはいかがでしょうか。
大浴場でリラックスしてください。

お子さまには、ペントンの冒険の締めくくりとして、無料の
ミニアイスクリームをプレゼントします。

ペントン・ゴルフ
600円

オアシスパス
利用可能施設：室内プール、舞湯（大浴場）、フィットネス、
　　　　　　 トレジャーズ!アイランド

ご宿泊者：13歳以上 1,700円
　　　　 4-12歳 1,300円

ビジター：13歳以上 2,700円
　　　　 4-12歳 2,100円

*詳細については、OASISにお問い合わせください。



 

 

シェラトンベルキッズ
気軽にホテリエ体験！
ホテルスタッフと一緒に、ベルサービススタッフの体験ができます。
お仕事完了後は記念撮影と修了メダルをプレゼント。

日時

場所

平日 4:00PM~6:00PM(受付締切 各回開始時刻の 5 分前 )
①4:00PM～  4:45PM
②5:00PM～  5:45PM

2 階ベルデスク

※チェックイン日のみご案内可能です。
※事前のご予約は不要。当日先着順でのご案内となります。
※定員となり次第ご案内を終了いたします。予めご了承ください。

ピアノパフォーマンス
ホテルスタッフが皆様からのリクエストでピアノを演奏いたします。
聞いてみたい曲をお気軽にリクエストしてください。

毎週火曜日・金曜日
1部　 1:00PM～ 1:30 PM
2 部　 2:00PM～ 2:30PM

2 階ロビー

※開催日時は急遽変更および中止となる場合がございます。当日の開催状況については
フロントまでお問合せください。
※曲目によっては演奏をお断りする場合がございます。何卒ご容赦くださいませ。

日時

場所

ペントンからの挑戦状 ~Sheraton Mystery~
ペントンからの手紙をもとに、ホテル館内を探検！
全てのミッションをクリアするとプレゼントをお渡しします。

OASIS または Shop@Sheraton で 1 回のお買い上げ金額が￥ 1,500 以上のお客様へ参加用
紙を 1枚お渡しいたします。

時間

場所 OASIS 総合受付もしくは Shop@Sheraton

9:00AM-9:00PM(最終受付 9:00 PM)

親子でベリーダンス体験プログラム
世界最古の踊りともいわれるベリーダンスを体験してみませんか。
ダンスに使用する道具のご紹介した後、簡単なステップをレクチャー。
お子様と楽しめるアクティビティもご用意しておりますので、お気軽にご参加ください。

開催日

料金

開催場所

予約

毎週土曜日
1部　 3:40PM～ 4:00PM
2 部　 4:20PM ～ 4:40 PM
OASIS 棟  1 階
シェラトンフィットネス内ストレッチエリア

￥ 1,000（親子 2 名様分）

お名前とご参加希望日時をお知らせください。
空きがあれば当日のご参加も可能です。

OASIS 総合受付
電話　047-355-5678( 内線 2902) 
MAIL oasis.00361@sheraton.com 
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