
Bright Breaks
At Westin, we’re committed to fueling active ideation before, during and after meetings. Our Bright Breaks offer attendees 
meaningful opportunities to refresh and recharge, whether with an energizing activity, a nourishing beverage or a beneficial snack.

FOOD BREAKS
FOCUS + CONCENTRATE 
Keep minds clear and sharp with these focus-
enhancing foods, known to improve cognitive 
function and memory, for maximum concentration.

CONNECT + COLLABORATE 
Elevate the mood and keep the ideas flowing with 
foods that promote interaction and connection, 
stimulating social exchange.

REST + RECUPERATE 
Recharge after a productive day with these  
recovery boosters, chosen for their ability to  
calm, restore and promote restful sleep.

INSPIRE + ACTIVATE 
Spark curiosity and creativity with these  
right brain–boosting foods, selected to inspire 
ideation and spark “out-of-the-box” thinking.

ENERGIZE + MOTIVATE 
Fuel up and stay engaged with these satisfying, 
energy-rich foods, handpicked to help attendees 
power through.

BEVERAGES
WESTIN FRESH BY THE JUICERY 
Revitalize and energize with an assortment of 
nourishing, healthy juices and smoothies curated  
in partnership with the experts at The Juicery.

WESTIN HYDRATES 
Hydrate mind and body with a satisfying 
selection of wellness-inspired drinks, including 
juices, teas and flavored waters. 

CRAFTED AT WESTIN 
Revive with an artisanal beverage from the  
Crafted by Westin menu, a fresh selection of 
handcrafted nonalcoholic and alcoholic drinks 
infused with natural ingredients and local flavors.

GIVE BACK

Westin offers many opportunities for attendees to  
get involved with community service initiatives, 
whether through off-site activities, on-site team-
building experiences or partnership donations.

ACTIVITIES
RISE + SHINE   
Start your meeting day by stimulating the senses 
through a short series of in-room radio calisthenics 
that awaken mind and body.

CENTER + STIMULATE 
A guided yoga session relaxing your mind and 
body which leads to more energy, less stress and 
brighter ideas throughout the meeting.

BOOST + BRIGHTEN 
Step out of the boardroom for a light karate 
exercise designed to increase blood flow to the  
brain, keeping attendees awake and alert for  
longer periods of time.

LIFT + ENLIVEN 
Head outside to alleviate the afternoon doldrums 
with an offsite meeting break featuring hotel-made 
lunch boxes.

O U R  S O U RC I N G  P RO M I S E
We actively seek out suppliers we trust, to source ethical,  
sustainable and organic ingredients wherever possible.
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ブライトブレイク
ウェスティンでは、会議前・会議中・会議後の活発な思考を促進する「燃料供給」は欠かせないと考えており、その一環としてお届けする「ブライトブ
レイク」では出席者の皆様にとって有意義なリフレッシュ＆リチャージをお楽しみいただけるよう、元気が出るアクティビティ、栄養のあるお飲み物、
そして健康によい軽食などをご用意しています。

フードブレイク
集中力 + 思考力 
認知機能と記憶力を向上させ、集中力を高めるとされる
これらの食べ物で、明晰＆鋭敏な頭脳を保ちましょう。

つながり + 交流 
会話やつながりを促進し、社会的交流を促すお食事
で、気分を盛り上げ、素晴らしいアイデアを交換し合い
ましょう。

休息 + 回復 
生産的な一日の終わりには、鎮静・回復・睡眠促進効果
があるとされるこれらのリカバリーブースターで、明日
に備えて再充電しましょう。

インスピレーション + 起動 
思考力を刺激し、「自由な発想」を閃かせるとされるこれ
らの右脳強化食品で、新たな思考や画期的なアイデア
を呼び起こしましょう。

エネルギー + 意欲
出席者の活力維持に役立つとして厳選されたこれらの
高エネルギー食品で、満足感を得ながら心身に燃料を
補給し、やる気を保ちましょう。

お飲み物
ウェスティン・フレッシュ・バイ・ザ・ジューサリー 
「ザ・ジューサリー」のエキスパートとの協力によりプロ
デュースされた栄養たっぷり＆ヘルシーなジュースとス
ムージーで、心身を活性化しましょう。 

ウェスティンの水分補給ドリンク 
ジュース、ティー、フレーバードウォーターなど、ウェルネ
スにインスピレーションを得た各種のドリンクで、心と
体に潤いを与えましょう。 

クラフテッド・アット・ウェスティン 
元気回復には「クラフテッド・バイ・ウェスティン」メニュ
ーの新鮮な手作りビバレッジを。天然の原材料やその
地元ならではの風味を取り入れた各種ノンアルコール
飲料＆アルコール飲料をご用意しています。

コミュニティへの還元
ウェスティンでは、出席者の皆様に社会奉仕活動への
参加機会を多数ご提供しており、ホテル内でのチーム
ビルディング活動、ホテル外での活動、あるいは協賛・
寄付など、様々な形での貢献が可能です。

アクティビティ
ライズ + シャイン 
心と体を覚醒させるラジオ体操をはじめとする室内エク
ササイズで五感を刺激し、今日一日の会議に備えて気持
ちよいスタートを切りましょう。

集中 + 刺激 
ヨガセッションは、心身のリラックスをもたらし、会議中の
エネルギーアップ、ストレス軽減、そしてより素晴らしいア
イデアを出し合うのにも役立ちます。 

促進 + 覚醒 
会議室の外に出て、血行促進、脳の覚醒維持、注意力持
続のために、空手を取り入れたライトエクササイズはい
かがですか。

高揚 + 活性化 
屋外でホテルメイドのランチボックスを囲みながらブレイ
クタイム過ごし、午後のスランプを乗り越えましょう。 

ウェスティンの食材調達方針

ウェスティンは、信頼できる供給業者を積極的に探し求め、
倫理的かつサステナブルな方法で、可能な限り有機食材を
調達するよう努めています。
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