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株式会社プリンスホテル（本社：東京都豊島区、 代表取締役社長：小林 正則）は、2015 年秋に、新宿プリンス
ホテル、サンシャインシティプリンスホテルの改装を実施いたします。両ホテルは、当社の持つ国内４１宿泊施設の
中でも特に宿泊者に占める外国人の割合が高く、西武グループが一体となって推進している訪日外国人旅行者
の誘客に大きく寄与する施設です。
新宿プリンスホテルは、立地とアクセスの良さから東京観光の拠点として国内外の多くのお客さまにご宿泊いただ
いており、今回は、利便性の向上とおもてなしの具現化を目的にロビーの全面改装を行うほか、ロビーラウンジを
お酒も楽しめるカフェとしてリニューアルし、ステーションホテルとしての多様な料飲需要に対応いたします。
また、部屋タイプを変更することで、より多くのお客さまの宿泊を可能にいたします。
サンシャインシティプリンスホテルは、最上部の 5 フロア(33 階～37 階)に位置する客室(180 室)を全面改装し、
「パノラマフロア」として、専用チェックインカウンターや専用エレベーターを設け、個人のお客さまがゆっくりと
過ごすことのできる空間とし、従来よりも幅広いターゲットの外国人旅行者の取り込みを図ってまいります。
ホテルが位置する「新宿」「池袋」の両都市は、街全体としてもさまざまな開発が進んでおり、プリンスホテルでは
今回の改装を足掛かりとして、2020 年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて各自治体や周辺企業との連携
を一層強化し、今後も都市の発展の一端を担ってまいります。

新宿プリンスホテル 改装概要
【改装内容】

・ロビーフロア(B１)、エントランスフロア(1F)全面改装
内装・レイアウトリニューアル、フロント・ベルデスクの機能強化、
ロビーラウンジをお酒も楽しめるカフェとしてリニューアルオープン

・客室タイプの変更
セミダブルタイプの増室

【工

期】

2015 年 10 月～2016 年 2 月予定 ※営業休止なし

【オープン時期】 カフェバー：2015 年 12 月予定

サンシャインシティプリンスホテル 改装概要
改装概要
【改装内容】

・最上層 5 フロアの客室全面改装
33 階～37 階の全客室 180 室を全面改装

【工

期】 36 階、37 階 2015 年 9 月～10 月予定 33 階～35 階 2016 年 1 月～3 月予定

◎本件に関する報道各位からのお問合せは
株式会社プリンスホテル マーケティング部
TEL：03-5928-1154 FAX：03-5928-1514

新宿プリンスホテル
生まれ変わる街―歌舞伎町―
新宿駅周辺は、2012 年に「特定都市再生緊急整備地域」に指定され、さまざまな再開発プロジェクトが進行
しています。中でも、歌舞伎町周辺のエリアは、2015 年春からシネマコンプレックスやホテルの開業、
リニューアルが続き、新たな街に生まれ変わろうとしています。訪日外国人旅行者の誘客にも街ぐるみで注力
し、2014 年には歌舞伎町地域の事業者からなる「歌舞伎町コンシェルジュ委員会」を発足させ、歌舞伎町の
魅力をアピールするべく、さまざまな取り組みを実施しています。
新宿プリンスホテルは、変貌を遂げる歌舞伎町の玄関口に位置しており、西武新宿駅と直結したステーション
ホテルという立地から、「歌舞伎町コンシェルジュ委員会」への参加をはじめ、西武鉄道と連携したプロモー
ションの展開や、JNTO 認定の外国人観光案内所の設置など、歌舞伎町の発展の一端となるべく努めており
ます。

新宿プリンスホテル改装概要
歌舞伎町の玄関口、西武新宿駅と一体化したステーションホテルとしての強みを最大限に活かし、ホテルを
ハブとして世界各国からの宿泊客、鉄道利用者等、人々が集うコミュニケーションスペースとしての役割を担う
ロビーフロアに生まれ変わります。ロビーフロア(B１)、エントランスフロア(1F)のレイアウト、内装を変更し、それ
ぞれの機能を強化することで、ゆったりとした空間を作りだし、おもてなしの精神の具現化を図ります。
また、今後増えることが予想される宿泊需要に対応するため、客室タイプの変更を行い、宿泊定員を増やし
ます。
１． ロビーフロア
ロビーフロア（Ｂ１）
フロア（Ｂ１）
歌舞伎町の玄関口、ステーションホテルという立地を活かし、国内外からさまざまな人々が集うコミュニケー
ションスペースとしてロビーを位置づけ、レイアウトの変更
レイアウトの変更、フロント機能の強化
レイアウトの変更 フロント機能の強化を実施します。
フロント機能の強化
また、ロビー全体の内装も一新
内装も一新し、お客さまの満足度の向上を図ります。
内装も一新
（1） ロビーレイアウト変更
現在の物販スペースを撤去するなど、ロビーレイアウトを見直すことにより、お客さまの滞在可能スペースを広げ、
チェックイン、チェックアウト時の混雑の解消と、コミュニケーションスペースとしての機能を強化いたします。

（2） フロント機能の強化
フロントカウンターを拡張し、スペースを広げることで、チェックイン、チェックアウト時の混雑の解消につなげます。
また、訪日外国人旅行者の満足度向上を目指し、「日本のおもてなし」を表現するため、フロントの背景に、日本の
四季を映し出す演出をいたします。

（3） 内装の一新
ロビーフロア全体の内装をリニューアルいたします。

２． エントランスフロア
エントランスフロア（１
フロア（１F
（１F）
ホテル 1F に位置するエントランスフロアもロビーフロアと同様に内装を一新するほか、JNTO の外国人
案内所にも認定されているベルデスクの面積を拡張し、さらなるサービス向上を目指します。
（1） 内装の一新
（2） ベルデスクの拡張
ロビーの改装に伴い、ホテル１Ｆに位置するベルデスクも拡張し、より多くのホテルスタッフがお客さまのご案内をできる
ようにいたします。また、JNTO 認定の外国人案内所としての機能も引き続き担ってまいります。

３． カフェバー（Ｂ１）
カフェバー（Ｂ１）
現在のロビーラウンジ、ティーコーナーの 2 店舗を集約し、お酒も楽しめるカフェとして新たに生まれ変わり
ます。西武新宿駅直結という立地を活かし、昼間は女性やビジネスマンを中心とした気軽なカフェとして、
夜は、西武線利用のビジネスマンやエンタテインメントで新宿を訪れる方のバーとして、多様な料飲需要に
対応いたします。また、歌舞伎町の玄関口という立地を活かし、歌舞伎町の情報発信スペースとしての機能
も担ってまいります。
【店舗の特徴】 ・クイックサービスのセルフ形式でご提供いたします。
・気軽に利用できるハイカウンターやハイチェア、電源を設置したテーブル席など、
シチュエーションに合わせた多様な席配置を行います。
・店内に映像モニターを設置し、多言語メニューや西武線沿線情報などを表示いたし
ます。

４． 客室
観光、レジャー目的の訪日外国人旅行者の増加に合わせ、シングルルームを減らし、セミダブルタイプの
客室を増加いたします。それに伴い、ホテル全体の宿泊可能人員も増加し、より多くのお客さまの宿泊が
可能となります。

施設概要
【所 在 地】 〒160-8487 東京都新宿区歌舞伎町 1-30-1
【お問合せ】 TEL : 03-3205-1111
【客

室】 客室 571 室

【レストラン】 和風ダイニングバー FUGA(風雅)、レストラン プリンスバイキング、ロビーラウンジ
【パーティー＆ミーティングスペース】 アリタリア、トリアノン

サンシャインシティプリンスホテル
サンシャインシティプリンスホテル
池袋の街の再開発
ショッピングやアミューズメント、そして近年はサブカルチャーの街として、国内はもとより、海外からも注目を
集める街、池袋。2015 年 5 月 7 日には、豊島区役所が入る超高層ビル「としまエコミューゼタウン」がオープン
し、更なる街の活性化が見込まれます。また、池袋駅周辺でも開発が進んでおり、西武グループにおいては、
2016 年 3 月には西武鉄道の池袋駅がリニューアルオープン、2019 年春には西武鉄道池袋旧本社ビル建替え
計画により新しいオフィスビルが開業いたします。
さらに、サンシャイン 60 展望台のリニューアルオープン(2016 年春)や、「東池袋１丁目 新シネマコンプ
レックスプロジェクト(仮称)」(2017 年)など、各社が開発を予定しており、今後国内外の多様な人々が集う街とし
て更なる発展が予想されています。

訪日外国人旅行者誘致の取り組み
ショッピングやサブカルチャーの活性化とともに増加を続けるアジア圏のお客さまに対応するべく、池袋の
各企業が連携し、エリアの知名度強化を図るため、2010 年 11 月に「池袋インバウンド推進協力会」が発足
しました。豊島区文化観光課とも連携を行い、各国語でのガイドブックの作成や、相互の特別優待などを行い、
街全体としての満足度の向上に努めています。
【池袋インバウンド推進協力会】 幹事企業・・・ホテルメトロポリタン、東武百貨店池袋店、西武池袋本店、サンシャインシティ、
ビックカメラ池袋本店、東急ハンズ池袋店、池袋マルイ、ルミネ池袋店、サンシャインシティプリンスホテル

サンシャインシティプリンスホテル改装概要
増加傾向をたどる訪日外国人旅行者のさらなる誘客と、ターゲットの拡大を目指し、全 1,110 室中、最上層の
5 フロア(33 階～37 階)の 180 室を「パノラマフロア」としてリニューアルし、増加する個人の訪日外国人旅行者
の需要に対応いたします。また、サブカルチャーの街池袋として近年増加傾向にある需要に対応し、
アニメや映画等とのタイアップが可能な客室を設けます。
１． 客室(33
客室(33 階～37
階～37 階) 180 室
高層フロアならではの 100m を超える眺望を活かすレイアウトと内装に変更するほか、専用のチェックイン
カウンターや専用エレベーターを設け、個人のお客さまがゆったりと過ごすことのできる空間とし、新たな層
の獲得を目指してまいります。
(１) 高層階からの眺望を活かす客室レイアウト
客室はソファやデスクの配置を変更するなど、窓の外の景色を堪能いただけるレイアウトに変更いたします。
照明は LED と間接照明の使い分けにより、時間帯に合わせた演出効果を可能にします。
また、廊下には日本の季節感を演出する装飾を行います。
(２) パノラマフロア専用サービス
客室には、パノラマフロア専用のアメニティやリネンをご用意することに加えて、空気清浄機、エスプレッソマ
シンの設置するほか、日本の四季を感じさせるオリジナルアロマで香りの演出をいたします。
また、パノラマフロア専用のチェックインカウンターや、専用エレベーターを設け、お客さまの満足度向上と、
フロアの価値向上を図ります。

(３) コンセプトルーム設置
33 階～35 階の各階に 1 室ずつ、アニメや映画、コミックなどとタイアップが可能なコンセプトルームを設置い
たします。サブカルチャーの街、池袋に位置するホテルとして、今後さまざまなタイアップ企画を実施し、
国内外のアニメ、コミックファン層の取り込みを図ってまいります。

施設概要
【所 在 地】 〒170-8440 東京都豊島区東池袋 3-1-5
【お問合せ】 TEL : 03-3988-1111
【客

室】 客室 1,110 室

【レストラン】 ロビーラウンジ、レストラン バイエルン、和食 むさし野、中国料理 古稀殿
【施

設】 コンビニエンスショップ、パソコン＆インターネットコーナー

