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◎本件

ザ・プリンスギャラリー

ちなんだデザートや宿泊プランなどの商品

都内を一望する

提供いたしま

本のバラの花束とともに大切な人へ感謝の気持ちを伝え

のほかローズブレンドオイルを使用した

当ホテルのある

アートを楽しむイベント「

香りを五感でお楽しみいただける初夏のひとときを提供し、イベントを盛り上げてまいります

 

*1） 東京ガーデンテラス紀尾井町の

ショップ、施設内の飲食店にてバラをテーマにしたメニューを販売するなど、
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◎本件に関する報道各位からのお問合せは

ザ・プリンスギャラリー

TEL: 03-3234

URL： http://www.princehotels.co.jp/kioicho/
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1. バラが香るパフェ 
    

ロゼシャンパンのゼリーやグラニテ（氷菓）、マスカルポーネのアイスクリームに 

バラ風味のゼリーと泡状のクリームをあわせ、バラの花びらに見立てた飴細工 

をアクセントに飾ったパフェです。ふんわりと香るバラとロゼシャンパンの風味を 

存分にお楽しみいただきます。 
    
【商 品 名】 Parfum de Rose （パルファム ド ロゼ） 
【提供期間】 2018 年 5 月 18 日（金）～6 月 3 日（日） 
【料 金】 \1,800 
【提供場所】 All-Day Dining OASIS GARDEN （36F） 
 

2. 12 本のバラに想いを込めた贈り物 
 

12 本のバラ 1 本 1 本に想いを込めて贈る「DOZEN
ダ ー ズ ン

 ROSE
ロ ー ズ

」は、ブーケ・ブートニア 

の由来になったともいわれるウェディングでも用いられる演出です。大切な人へ 

12 本のバラとともに日ごろの感謝の気持ちを伝えるシーンをご提案いたします。 
 
【商 品 名】 DOZEN ROSE STORY （ダーズンローズストーリー） 
【販売期間】 2018 年 5 月 18 日（金）～8 月 31 日（金）のご宿泊 
【料 金】 1 名さま \49,357 より (2 名１室ご利用時) 
【内 容】 ご 1 泊、客室に 12 本のバラの花束 1 つとシャンパン 1 本をご用意 

 
 

3. フラワーガーデンをイメージしたカクテル 
 

ウォッカをベースにエディブルフラワーを散りばめ、モヒートのように仕上げた    

オリジナルカクテルです。見た目に鮮やかで華やかな一杯です。 
 

【商 品 名】 フラワーガーデン ～モヒートスタイル～ 
【提供期間】 2018 年 5 月 18 日（金）～6 月 3 日（日） 
【料 金】 \2,200 
【提供場所】 Sky Gallery Lounge Levita （35F） 
  

4. バラの香りに包まれたスパトリートメント 
 

華やかなローズの香りを中心にブレンドされたフラワーアロマオイルを用いた   

ボディトリートメントでゆったりとしたひとときをお過ごしいただきます。 
 

【商 品 名】 ローズアロマボディトリートメント 
【提供期間】 2018 年 5 月 18 日（金）～6 月 3 日（日） 
【料 金】 60 分 \16,200 
【提供場所】 SWISS PERFECTION SPA KIOI （3０F） 
   
ROSE WEEK 2018 について 
東京ガーデンテラス紀尾井町で開催するバラをテーマに食やアートを楽しむイベント。 
「赤坂プリンス クラシックハウス」前には 118 種の ROSE GARDEN や高さ 3m の 
バラのオブジェが登場するほか、ローズハーバリウムワークショップや、バラにちなんだ 
名曲のコンサートを開催するなど、「バラ」に包まれたひとときを提供いたします。 
 
【開催期間】 2018 年 5 月 18 日（金）～6 月 3 日（日） 
【場   所】 東京ガーデンテラス紀尾井町 各所 
【主   催】 株式会社西武プロパティーズ 
【お客さまからのお問合せ】 東京ガーデンテラス紀尾井町 TEL: 03-3288-5500  
 
 

【上記商品についてのお客さまからのお問合せ】 
 ◆「Parfum de Rose」、「フラワーガーデン～モヒートスタイル～」 

レストラン予約係 TEL：03-3234-1136 （受付時間 10:00A.M.～8:00P.M. 土日祝は 7:00P.M.まで） 

 ◆「DOZEN ROSE STORY」 宿泊予約係 TEL:03-3234-1111 （受付時間 8:00A.M.～8:00P.M.） 

 ◆「ローズアロマボディトリートメント」 
SWISS PERFECTION SPA KIOI TEL:03-3234-1168  （受付時間 10:00A.M.～9:30P.M.） 

 
※ 「Parfum de Rose」、「フラワーガーデン ～モヒートスタイル～」の料金には消費税が含まれており別途サービス料を頂戴いたします。 
  宿泊プランには消費税、サービス料が含まれております。別途、宿泊税を頂戴いたします。 

スパトリートメントには消費税、サービス料が含まれております。 
※特定原材料７品目食物アレルギー（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）がございましたら、係へお申し付けください。 

 


