2016 年 3 月 7 日
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株式会社プリンスホテル（本社：東京都豊島区東池袋 3-1-5、代表取締役：赤坂茂好）は、サンシャインシティプリンスホテル
（所在地:東京都豊島区東池袋 3-1-5、総支配人:奥村 剛）にて、2015 年 9 月～2016 年 3 月まで行っている第 1 期改装
に続き、第 2 期改装として、6～24 階「シティフロア」客室（全 659 室）、ロビー・ロビーラウンジ全面改装およびムスリム祈祷室
などの付帯施設の新設（全 7 室）を、2016 年 5 月上旬～2018 年 3 月下旬まで約 2 年間かけて行います。

第 1 期改装では、33～37 階の最上階「パノラマフロア」客室・180 室の改装を行い、主に国内外の個人のお客さまに快適に
過ごしていただける特別なフロアとして、2016
年 3 月 19 日（土）に全面リニューアルオープンいたします。
ｙ
第 2 期改装では、訪日外国人旅行者や国内団体のお客さまなどに対する利便性や満足度を向上させるべく、下記の改装を
実施いたします。
この第 1 期、第 2 期の改装を行うことにより、「パノラマフロア」は個人のお客さま、「シティフロア」は訪日外国人旅行者
をはじめ、国内団体や個人ビジネスのお客さまと、それぞれのニーズに合わせた対応をすることで、観光やビジネスなどの活
動拠点として世界中のお客さまから選ばれる『池袋の HUB ステーション』としての役割を担うホテルを目指してまいります。

【第 2 期改装】
改装箇所

主な内容

オープン時期（予定）

6～24 階

連泊や長期滞在を見据えた機能性の向上と和室、

2016 年 7 月上旬、22～24 階・オープン予定

「シティフロア」客室

和洋室の改装

※2016 年 5 月上旬より順次着工

ロビーエリア

ロビーラウンジ

利用者別チェックインカウンターの設置や団体専用
のアライバルスペースの新設
「カフェエリア」と「ダイニングエリア」に分割、ブッフェ
カウンター常設化、パフォーマンスコーナー新設

2016 年秋頃オープン予定

2016 年 7 月中旬オープン予定

「早朝到着・深夜出発便待合室」・「ムスリム祈祷
付帯施設

室」、「会議室」・「ミーティングルーム」・「ストレッチル
ーム」新設

◎本件に関する報道各位からのお問合せ
サンシャインシティプリンスホテル 事業戦略
TEL：03－5954－2250 FAX：03－3988－1110

2016 年 7 月中旬～順次改装・オープン予定

1．6～24 階「シティフロア」客室（18
階「シティフロア」客室（18 フロア・659
フロア・659 室

※13 階は客室なし）

総客室数（1,110 室）の約 6 割にあたるシティフロアは、訪日外国人旅行者、スポーツをはじめとした諸団体や個人のビジネス
などの利用を見据え、連泊や長期滞在型のお客さまに対する、機能性の向上やリラックスできる居住空間の創出を目的に
改装を行います。
【連泊や長期滞在のお客さまを見据えた機能性の向上】
居住空間を広げる工夫と滞在中の快適性の向上を目的に改装を行います。
・一部客室内のハンガーやテレビは壁掛けタイプを導入
・一部客室のベッドは、下に荷物が収納可能なタイプを採用
他、各フロアにズボンプレッサーや加湿器などの備品貸出専用スペースを設置いたします。

ツイン B （20．7 ㎡・6～24 階・全 322 室）

ツイン A （29.3 ㎡・6～24 階・全 85 室）

ツイン C （16.6 ㎡・7～12 階・全 72 室）

【訪日外国人旅行者
訪日外国人旅行者の需要を獲得】
人旅行者の需要を獲得】
・琉球畳を取り入れた『和室』と『和洋室』（全 10 室）
・客室やフロアの絨毯には、花火や飛び石柄などを取り入れ、和の雰囲気を演出することで日本らしさを演出し、満足度
の向上を図ってまいります。

和室 （75 ㎡・6～10 階・全 5 室）

和洋室 （75 ㎡・11～15 階・全 5 室）

フロア絨毯

2．ロビーエリア
本改装では、ご到着後のチェックイン・チェックアウト時や滞在中の快適性の向上を目的に、お客さま別の専用チェックインカ
ウンターの設置や団体のお客さま専用のアライバルスペースを新設し、それぞれのお客さまへの利便性の向上を図ります。
・『パノラマフロア宿泊者（33～37 階客室）、SEIBU PRINCE CLUB 会員』、国内外の『個人客』、『団体客』別の 3 ヵ所の
専用チェックインカウンター設置による、手続き時間の短縮
・訪日外国人旅行者はじめ、国内外の団体のお客さま専用のアライバル
スペースの新設

ロビーエリア

3．ロビーラウンジ
これまでのラウンジ機能としての営業から『カフェエリア』と『ダイニングエリア』の機能を兼ね備えた 2 つのエリアに、パフォーマ
ンスコーナーを併せ持つ、ブッフェカウンターを常設化し、新たな店舗スタイルへ変更いたします。
朝は、宿泊のお客さまの利用属性に合わせた利用区分の明確化を図り、昼・夜は池袋という立地の特性に合わせた、フレキ
シブルな営業行うことで、多様化するお客さまのニーズへの対応と満足度の向上を図ります。
【営業面
【営業面・サービス面の変更点】
・時間帯によりお客さまのニーズに対応したエリアへのご案内
・カフェエリアやダイニングエリアでの料理メニューの見直しや新たな営業形態への変更と時間拡大
・ブッフェカウンターの常設化とパフォーマンスコーナーの設置
・店内のシーンに合わせた照明による演出効果
・全席禁煙
シーン カフェエリア（86
カフェエリア（86 席）
朝

パノラマフロアご宿泊者朝食会場

個人のご宿泊者（パノラマフロ

として利用

ア以外）朝食会場として利用

昼
昼
～

ランチ会場として利用
ティータイムや商談、打ち合わせ
などで利用

スイーツブッフェを楽しめる
エリアとして利用

夕方
カフェバーとして、アルコールや
夜

ダイニングエリア（102
ダイニングエリア（102 席）

6：30A.M.～
30A.M.～10：
10：00P.M.

6：30A.M.～10：00A.M.
11：00A.M.～2：00P.M.
（スイーツブッフェ開催時間）
平日 3：00P.M.～6：00P.M.
土・日・祝日 12：00NOON～7：00P.M.

ディナー＆スイーツブッフェが

軽食・おつまみが楽しめるエリア
として利用

営業時間

楽しめるエリアとして利用

6:00P.M.～10：00P.M.

※訪日外国人旅行者はじめ、国内外の団体のお客さまの朝食会場は、地下 1 階の 3 店舗のレストランをご案内。

ブッフェカウンター

ダイニングエリア

4．付帯施設（
帯施設（全 7 室）
訪日外国人旅行者はじめ、国内の個人・団体客（観光やスポーツ、教育旅行等）のお客さまなど、多くの利用が想定される
利用者層に合わせた付帯施設を新設いたします。
【訪日外国客の需要を見込んだ
【訪日外国客の需要を見込んだ付
の需要を見込んだ付帯施設】
訪日外国人旅行者の快適性の向上を目的に「早朝到着・深夜出発便待合室」、「ムスリム祈祷室」を新設いたします。

早朝到着・深夜出発便待合室

ムスリム祈祷室

【6 階・1 部屋（20 名）・58.6 ㎡】

【6 階・男女各 1 部屋（5 名）・20.7 ㎡】

チェックアウト後の出発までやホテル到着後のチェックインまで

イスラム圏のお客さまに、習慣であるお祈りを行ってい

のお客さまに対応（テレビや書籍など設置、無料 Wi-Fi 機能）

ただく場所として設置（手・足の洗い場完備）

【主に国内団体客の需要を見込んだ付帯施設】
【主に国内団体客の需要を見込んだ付帯施設】
スポーツ関連の団体客や企業の研修、教育旅行など、幅広いニーズに対応した、「会議室」、「ミーティングルーム」、
「ストレッチルーム」を新設いたします。

会議室

ミーティングルーム

ストレッチルーム

【29 階・2 部屋（10 名）・37.5 ㎡】

【21 階・1 部屋（40 名）・75 ㎡】

【19 階・1 部屋（20 名）・75 ㎡】

小人数のグループやビジネスのお客さ

スポーツ団体や企業研修のお客さま

スポーツ団体などを中心に、滞在中

まに対応（充実した OA 機器機能完備）

に対応（プロジェクタやスクリーンなど、

に軽く運動したいお客さまに対応

基本機器設置）

ホテル概要
【所

在

地】 〒170‐8440 東京都豊島区東池袋 3－1－5

【お問い合わせ】 TEL：03‐3988‐1111
【客

室】 1,110 室

【レ ス ト ラ ン】 ロビーラウンジ（1F）、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

※上記記載内容、2016 年 3 月 7 日現在のものであり、変更となる場合がございます。
※リリース内で使用しているパースは、すべてイメージとなります。

