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ROSE STYLE
R o s e  H o t e l  Y o k o h a m a  &  C h u n g k i n g  R e s t a u r a n t s  S e a s o n a l  I n f o r m a t i o n

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

*Price listed includes tax and service charge

〒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！

※表示価格はすべて消費税・サービス料が含まれております。
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ローズホテル横浜 婚礼予約課
Wedding Office

ご予約・お問い合わせ
［婚礼予約課］

UFM�������������

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］

UFM�������������

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］

UFM�������������

宿泊
Rooms & Suites

ご予約・お問い合わせ
［宿泊予約係］

UFM�������������

宴会
Banquet Office

ご予約・お問い合わせ
［宴会予約課］

UFM�������������

Instagram ハッシュタグ キャンペーン

テーマはローズホテル横浜の
ウエディング。公式アカウント
@rose_style_weddingを
フォローしたら、感動の瞬間を
#rose_style_weddingをつけ
て投稿してください。

応募期間
2019.12.16（月）～2020.3.31（火）まで

当選者毎月1名様
ブラスリーミリーラ・フォーレ 
ランチバイキングご招待
（1組2名様）
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山手の閑静な丘にたたずむ「山
手ヘレン記念教会」と隣接する邸宅
「ザ・ローズレジデンス」。みなと横浜
のロマンティックであたたかな空間
を丸ごと貸し切り、大切な方々に見
守られて思い出深い挙式ができると
人気です。ブライダルカウンセラー
として活躍された片野様も、ここで
挙式した一人。大切な日にこの場所
を選んだ理由や思い出を伺いました。

ゲストの幸せな姿に自身を重ねて
数々の式をアテンドしたブライダ

ルカウンセラー時代に、オーダーメ
イドウエディングが叶う「山手ヘレ
ン記念教会」と「ザ・ローズレジデン
ス」でのゲストの幸せそうな姿を見
ながら、「自分も式を挙げるならここ
で」と思うようになりました。木の

温もりを感じる一軒家を貸し切るこ
とで、ホームパーティのようにみん
ながくつろいで楽しんでいただける
と思ったからです。実際にアットホー
ムな雰囲気の中、大切な方々と近い
距離で感謝の気持ちを伝えること
ができました。

オリジナルの演出が大好評！
私（新婦）の家で育てたラベンダー

をドライフラワーにしてブーケやウェ
ルカムボードに取入れたり、ゲスト
テーブルの席札に添え、みなさんに
幸せのお裾分けをしました。コース
料理には新郎の地元の食材（三浦野
菜）を取り入れ、ケーキも中華街に
ちなんで新郎新婦に見立てた2頭の
獅子舞をあしらうなど、私たちらし
さを表現して親族に喜ばれました。

また、横浜観光を楽しめるのも好評
でした。思いを形にできる自由度の
高さと特別感が魅力の式場で、お薦
めです。ぜひ一度ご覧になられては
いかがでしょうか。

Auspicious & Prosperity Va-
cation Room Stay Package
Stay over at one of comfortable 
room in Rose Hotel Yokohama 
with our vacation package visiting 
nearby power spots Maso-Byo 
Temple, famous for having 
power over marriage, fortune and 
knowledge. Our package includes 
a worshipping set for the temple, 
a dragon parfait dessert and full 
buffet breakfast.

中国絵画に囲まれた落ち着きのある空
間が広がるレストラン。ホテルならで
はのおもてなしや、季節ごとの味わい
を楽しめるフェアが人気です。春のお
薦めコースでは、鮑や大海老、和牛サー
ロイン、フカヒレなど、高級食材をふん
だんに使ったゴージャスなメニューを
リーズナブルに提供。華やかな野菜彫
刻が、お祝いの席にもピッタリです。

期  2020.3.1（日）～5.31（日）
料  お一人様 ¥11,000（税・サービス料込）
／2名様～
時  11：30～23：00（ LO 22：00） 
※火曜日は14：00～16：30までオーダー
ストップ
※乾杯用のワンドリンクサービス

横浜中華街のホテル、ローズホテル横
浜では、親しいご友人やお仕事仲間と
の送別会や歓迎会にぴったりのプラン
を多数ご用意しております。重慶飯店
の中華四川料理とローズホテル横浜の
厳選された食材による贅沢なコース料
理とドリンクで、心弾むひとときをご
ゆっくりとお過ごしください。

期  2020.2.1（土）～5.31（日）
時  11：30～22：00（最終入店 20：00）
料  洋中折衷料理 ¥8,000／¥10,000／
¥12,000（お料理、フリードリンク、税・サー
ビス料込）
※6名様から500名様まで
※ご宴会は2時間まで
※30分延長の場合、おひとり様500円（＋
税）の追加料金をいただきます。

ブラスリーミリーラ・フォーレでは、毎
週金曜開催の「横浜 JAZZ NIGHT」を
開催中。お仕事帰りにジャズを楽しみ
ながら、お食事はいかがですか。気軽
に味わえるカジュアルフレンチとジャ
ズで横浜の夜をお過ごしください。
日  毎週金曜開催
時  ステージ 18：20／19：20／20：20　

プレミアムシートグルメプラン
料  ￥5,000（税・サービス料込） カジュアル
フレンチコース「コリーヌ」／1ドリンク付

R.H.B.B.プラン
料  ￥2,500（税・サービス料込） アミューズ
／R.H.B.B.（ハーフポンド225gの肉汁溢れ
る粗挽きパテが人気のローズホテル横浜
ビーフバーガー）／クラフトビール1杯付

風水パワーみなぎる横浜中華街内のお
寺「横浜媽祖廟（よこはままそびょう）」。
安産・子宝・学問・縁結び・金運招財・財
産安全をつかさどる様々な神様が祀
られ、特に恋愛成就、金運アップに効
くと評判のパワースポットです。ロー
ズホテル横浜では、皆様の開運を祈念
し、「中国式おみくじ、蝋燭、5つの香炉
用線香、願布」の参拝セットに、開運ス

イーツのドラゴンパフェと朝食付きの
限定・開運宿泊プランを用意しました。
新年度の願掛けにいかがですか？

期  通年（除外日あり）
室  スタンダードツイン
料  お一人様9,000円～（税・サービス料込）
※1室2名利用（媽祖廟参拝セット・ドラゴ
ンパフェ・朝食付）

Chef Toh’s Special Spring 
Gourmet Dinner Course
Enjoy an authentic Chinese cui-
sine prepare by our Chef Toh with 
all your five senses. In our recom-
mended Spring course, we serve 
the best ingredients including 
abalone, wagyu beef, shark fin and 
more. Taste the best of Szechwan 
cuisine in a pleasant atmosphere 
surrounded by Chinese master-
piece paintings.

Rose Hotel Spring Party 
Plan
Celebrate your special gathering 
at one of the comfortable private 
rooms Rose Hotel Yokohama can 
offer. Serving Rose Hotel Yokoha-
ma’s French cuisine and Chungk-
ing’s Szechwan Chinese and let us 
help you plan and entertain your 
guests for the perfect and memo-
rable party.

| 大切な人のために。春のパーティープラン |

| 浜の夜はジャズナイト |

| 縁結び龍旅プラン |

| 春のお薦めコースをアートな空間で |

Friday Brasserie Jazz Night 
Lounge
Brasserie Milly La Foret’s weekly 
Friday night “Yokohama Jazz 
Night” is a perfect place to stop 
by after a long week. Relax with a 
glass of wine or ice cold beer you 
swing to live Jazz and dining on 
our French snacks.

ご予約・お問い合わせ【ブラスリー ミリ－ ラ・フォーレ】　UFM������������� ご予約・お問い合わせ【重慶飯店新館予約課】　UFM�������������

春限定「桜」がテーマのスイーツとパンが登
場。「桜のパンナコッタ」は、口どけと甘酸っ
ぱさを引き立てる塩加減が絶妙で、想像を
超える美味しさです。「桜あんぱん」「桜のハー
ドブレッド」も今だけのお楽しみ。

期  2020.3.15（日）～　
価  桜のパンナコッタ ¥500／桜あんぱん 
¥240／桜のハードブレッド ¥240（すべて税込）

卒業、入学、就職と春はお祝いの季節。新館3階個室レストランでは、 
旬の素材など高級食材を使った
春のコース「春菜美麗」をご用意。
様々なシーンでご利用いただける
個室でゆっくりとお楽しみください。

期  2020.3.1（日）～5.31（日）　
料  お一人様 ¥7,200
（税・サービス料込）／4名様～

Cherry Blossom Fever at Brasserie Milly La Foret Bakery

桜・さくら・サクラ咲く
Spring Exquisite Private Room Culinary Set

春菜美麗コース

応募方法・詳細はこちらから ▼

ウエディングプランナーが花嫁になった日
A Special Venue for a Special Celebration of a New Beginning

Celebration Ideas from the Rose Hotel this Spring春の宵にスペシャルな思い出を


