
〒231-0023 
横浜市中区山下町77（横浜中華街）
tel.045-681-3311（代表）　
fax.045-681-8445
mail : info@rosehotelyokohama.com

交通のご案内
》みなとみらい線元町・中華街駅2番出口より徒歩1分
》JR石川町駅中華街口（北口）より徒歩10分

www.facebook.com/
RoseHotelYokohama

chinatown_y

rosehotelyokohama

TripAdvisorへのクチコミ募集！
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ローズホテル横浜＆重慶飯店　シーズンインフォメーション

クリスマスケーキ [Christmas Sweet Collections]
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鉄板焼き 浜
Teppanyaki HAMA

ご予約・お問い合わせ
［宴会予約課］

tel.045-681-2993

宿泊
Rooms & Suites

ご予約・お問い合わせ
［宿泊予約係］

tel.045-681-2994

パティスリー ミリ－ ラ・フォーレ
Patisserie Milly La Foret

ご予約・お問い合わせ
［パティスリー ミリ－ ラ・フォーレ］

tel.045-681-2916

重慶飯店 新館1階レストラン
Chungking Chinese

Szechwan Restaurant Shinkan 1F

ご予約・お問い合わせ
［重慶飯店新館予約課］

tel.045-681-6885

ブラスリー ミリー ラ・フォーレ
Brasserie Milly La Foret

ご予約・お問い合わせ
［ブラスリー ミリー ラ・フォーレ］

tel.045-681-2916

クリスマススペシャルコース
ホワイトクリスマスをイメージしたコー
スメニューをご用意しました。麻婆豆
腐フェアで大好評だった白麻婆豆腐、
ホワイトソースを使った海鮮料理、白
いデザートなど、胡料理長による雪を
イメージした「白い」アイディア溢れる
お料理が、特別な日を演出します。
大海老や松茸、フカヒレ、蟹爪、鴨など、
ゴージャスな気分を盛り上げる素材も
盛りだくさん。重慶新館の創作料理と
伝統の四川料理（宮保唐辛子）をバラン

スよく取り入れた、クリスマスならで
はのスペシャルコースです。シャンパ
ンやワイン、紹興酒とともにご堪能く
ださい。
3日前までにご予約のお客様には、ホテ
ルメイドのクリスマスケーキをお付け
します。

期   2019.12.21（土）～12.25（水）
料  お一人様 ¥11,000（税・サービス料込）
／2名様～要予約
時  11：30～23：00（ LO 22：00）

フレンチディナー
毎年大好評のクリスマスディナー、今
年は12/21～25の5日間の開催です。ス
ターターから華やかな気分にさせてく
れる、豪華なスペシャルメニューをご
用意しました。
魚介料理は、赤海老と帆立貝柱のちり
めんきゃべつ包み蒸しを、キャビアクリー
ムソースで。メイン料理は、国産牛サー
ロインの塩釡焼き。岩塩と卵と粉で作っ
たパン生地と朴葉でお肉を包み、オー
ブンでじっくりと焼きあげ、風味豊かな

トリュフソースでお召し上がりいただ
きます。
特別なひとときを特別な方とロマン
ティックに。心が躍るお料理の数々を、
美味しいシャンパンやワインとともに
ご堪能ください。

期  2019.12.21（土）～12.25（水）　
時  17：30～22：00（ LO 20：00）　
二部制　※一部 17：30～19：30 ／ 二部 
20：00～22：00　料  お一人様 ¥11,000（税・
サービス料込）／2名様～

Christmas Special Course
Inspired from White Christmas 
theme, Chef Hu created a special 
seasonal menu based on fresh 
white ingredients. From our popu-
lar white Mabo-Tofu, Seafood 
with house white sauce, and even 
the White Christmas dessert. The 
menu also features jumbo prawns, 
matsutake mushroom, shark fin, 
crab claw, and duck. Enjoy the fla-
vors of Szechwan while celebrat-
ing the holiday season with you 
friends and family. Reservations 
made prior to 3 days will also get 
our hotel made Christmas cake.

French Festive Dinner
Our popular Christmas dinner at 
Brasserie Milly La Foret this year 
will be available from 21~25th of 
December. This year Chef Hase-
gawa has  prepared seafood dish 
featuring steamed red prawn 
and scallop wrapped in cabbage 
dressed in caviar cream sauce. 
The main dish, the Shiogamayaki 
Japanese beef with truffle sauce 
cooked slowly in a oven with salt-
ed covering. Wide range of wine 
by the glass will also be available.

クリスマスケーキは4種
藤沼めぐみパティシエの手によ

る、美味しさはもちろん、見た目の
可愛らしさに思わず笑みがこぼれる、
4種類のクリスマスケーキ。定番の
ショートケーキは、しっとりとした
スポンジに口当たりのよい生クリー
ムと苺がたっぷり！ チョコレート
ショートもご用意いたしましたので、
お好みでセレクトいただけます。フ
ランボワーズとピスタチオのムース

に、フランボワーズのガナッシュと
サクサクのフィアンティーヌを合わ
せた「フランボワーズ・ピスターシュ」
は、異なる食感のハーモニーを楽し
める一品。「ブッシュドノエルフロ
マージュ」は、滑らかなチーズのムー
スの中に、木の断面に見立てたキャ
ラメルロールケーキとシナモン香る
リンゴのコンポートを合わせました。
クリスマスケーキを囲み、笑顔で幸
せなひとときを。

和風シュトレン登場！
大人気の発酵菓子シュトレン。熟
成するほどに味わいが深まるので、
毎日少しずつ切り分けていただくの
がお勧めです。フルーツ、ナッツ、リ
キュール、バターなど様々な材料を、
熟成時間も考慮した配合バランスで、

変化する風味や食感を最後まで味
わっていただけるよう、一つひとつ
丁寧に仕上げました。今年は、お正
月までお楽しみいただける「お正月
シュトレン」も登場。大納言や黒豆、
きな粉、白みそなど、和の食材を使っ
た抹茶風味の和風シュトレンも、ぜ
ひご賞味ください。
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お問い合わせ【婚礼予約課】　 tel.045-681-2934

クリスマス賛美礼拝
日  2019.12.22（日）  時  17：00～
18：00（バス16：30出発）
場  山手ヘレン記念教会
ローズホテル横浜より16：30バス送迎あり　

クリスマスロビーコンサート
日  2019.12.22（日）　時  19：00～　場  ローズホテル横浜1Fロビー　
料  無料　※開始時刻は変更になる場合があります。

Christmas Mass & Lobby Christmas Caroling

クリスマスイベントのご紹介 

今年から一新されたクリスマスケーキは、華やか
でキュート。お子さまも一緒にご家族で、大人の
クリスマスパーティで、ぜひお召し上がりください。

【予約受付】 2019.10.1（火）～
【店頭販売】 2019.11.1（金）～

●シュトレン ¥980
●お正月（抹茶）シュトレン ¥980

●クリスマスショートケーキ・
●クリスマスチョコレートショートケーキ
4 号 ¥3,200
5 号 ¥4,400
6 号 ¥5,700

●フランボワーズ・ピスターシュ
5 号 ¥4,600

●ブッシュドノエルフロマージュ
16cm ¥4,200

【予約受付】 
2019.11.1（金）～12.16（月）
【店頭販売】 
2019.12.17（火）～12.25（水）

Christmas Teppanyaki Dinner 2019
Watch our Chef grill the lobster tail, abalone, and tender 
wagyu beef sirloin right in front our you to celebrate 
the holiday evening with your favorite beverage of your 
choice.

ブラスリー ミリー ラ・フォーレ
フルコース付きご宿泊プラン
みなとヨコハマで過ごすクリスマス。オリエンタ
ルな極彩色の光に包まれる横浜中華街のホテルで、
長谷川シェフのフルコースディナー＆朝食付きプ
ランをお楽しみください。

期  2019.12.20（金）～12.25（水）   室  スタンダードツイン
（1室2名）　料  20・25日¥20,000／21日¥28,000／22・23
日¥18,000／24日¥23,000 ※1名あたり（税・サービス料
込）　内  ①ブラスリーミリーラ・フォーレのクリスマスディ
ナー　②バイキング朝食

クリスマスディナー2019
オマール海老、活鮑や和牛サーロインなど厳選され
た豪華食材を、シェフ熟練の技で、目の前で焼きあげ
ます。クリスマスならではの贅を尽くしたコースです。

期  2019.12.21（土）～12.25（水）　時  17：00～22：00（最終
入店 20：00／ LO 21：00）料  お一人様 ¥21,000（税・サー
ビス料込）（スパークリングワイン付き） 完全予約制
※ご予約は3日前までにお願いいたします。それ以降は
メニューの内容が変更になる場合がございます。

Stay with Fine Meals  
A Complete Stay with Full Course Meal
A memorable Christmas stay plan with spacious room 
with comfortable bed packaging with tasty dinner and 
satisfying breakfast buffet breakfast.

Stay
Teppanyaki

Chinese French

プライベートダイニング 重慶飯店 クリスマスコース／クリスマスダンスパーティーのご予約・お問い合わせ【宴会予約課】　 tel.045-681-2993

ホテル最上階プライベートダイニングの特
別なクリスマスコース。焼七面鳥、フカヒレ
の姿煮、北京ダックなど贅を尽くした重慶
飯店フルコースに、ローズホテル横浜特製
X'masデザート、乾杯ドリンク付き。ランチ
にもご利用いただけます。

期  2019.12.21（土）～12.24（火）　
料  ¥15,000（税・サービス料込）

Chungking Private Dining Christmas Course 2019

プライベートダイニング 重慶飯店 クリスマスコース2019 
二組のスペシャルゲストを迎え華やかに。エキサイティング
なクリスマスの夜をお楽しみください。

日  2019.12.10（火）　場  ザ・グランドローズボールルーム　
料  お一人様 ¥19,000（税・サービス料込）
時  受付17：00／ドアオープン17：30／ディナー 18：00～19：00
／ダンスタイム19：00～20：00／デモンストレーション 20：00～
20：30 ／ダンスタイム 20：30～21：00 

Annual Rose Hotel Christmas Ballroom Dance Party 2019

クリスマスダンスパーティー2019 

【演奏】 伊藤久美＆ニューサウンズオーケストラ／ファイブスターズ
【協力】 一般社団法人 神奈川県ボールルームダンス連盟／IOD

【ラテン】
増田  大介・塚田  真美 組

【スタンダード】
橋本  剛・恩田  恵子 組

※価格はすべて税込

胡料理長 長谷川料理長

Chr i st m a s Pl an

シュトレン

白麻婆豆腐 国産牛サーロインの塩釡焼き

Celebrating the Joy of Rose Christmas Sweets


