2016 年 4 月

新横浜プリンスホテル

お子さま向けに「食育」
「音育」をテーマにしたイベントや
女性向けに美を追求するイベントなどをゴールデンウイークに開催
期間：4
期間：4 月 29 日（金・祝）～5
日（金・祝）～5 月 5 日（木・祝）

新横浜プリンスホテル（所在地：横浜市港北区新横浜 3-4、総支配人：竹口 豊）は、お子さまや女性、
ご家族向けのイベントをゴールデンウイークに実施いたします。

お子さま向けには近隣の提携農園にて収穫とそれを使った料理を体験できる「新横キッズアカデミー」を
実施することにより、お子さまの「食育」をお手伝いし、また「音育」としてうたのおねえさん高瀬
“makoring”麻里子氏を迎えて、聞くだけでなく、歌って参加できるイベントを「ゴールデンウイーク
ファミリーコンサート」として実施いたします。

その他にも、バーベキュー芸人 たけだバーベキュー氏が教える「バーベキュー＆アウトドア教室」など
ご家族でお楽しみいただけるイベントや、健康を意識する女性向けに体質にあったヨガレッスンが受けら
れ、このイベントの講師兼栄養士の飯田くにこ氏監修の朝食をお召しあがりいただける「天空の朝ヨガと
“美”朝食プラン」など、様々なイベントをご用意しております。
お子さまにたくさんの貴重な体験をしていただくこと、それを見守る保護者やご家族にとって大切な
思い出となることで、より多くのお客さまに“ほほえみ”をご提供できればという思いをこめて、
西武グループでは「こども応援プロジェクト」に取り組んでおります。

「食育」イベントの収穫体験イメージ

◎本件に関する報道各位からのお問合せは
新横浜プリンスホテル 事業戦略／広報担当
TEL:045-471-1113

FAX:045-471-1189

http://www.princehotels.co.jp/shinyokohama/

「音育」ゴールデンウィークファミリー
コンサート会場のスカイチャペル（41Ｆ）

＜ゴールデンウイーク イベントカレンダー＞
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プリンスアイスワールド 2016 横浜公演

※プリンスアイスワールド横浜公演は新横浜スケートセンターにて開催
＜概 要＞
★ご家族向け★
ご家族向け★
バーベキュー芸人 たけだバーベキューが教える

バーベキュー＆アウトドア教室
バーベキューやアウトドアのプロフェッショナル たけだバーベキューが、
ひと工夫で手軽においしいバーベキューとアウトドアでのちょっとしたアイデアを
レクチャーいたします。

■期

日：2016 年 5 月 3 日（火・祝）

■料

金：1 名さま おとな￥6,000 こども￥4,000
※小学生未満は無料

■時

間：11:30A.M.～1:30P.M.

■場

所：ホテル屋上ビアガーデン（7Ｆ）
講師のたけだバーベキュー

■内

容：キャンプなどいざ！という時に役に立つアウトドア教室を行います。
アウトドア教室のあとは、たけだバーベキュー監修のバーベキューメニューを
一緒に作りながら、お召しあがりいただけます。（ワンドリンク付き）

■お問合せ・ご予約：新横浜プリンスホテル 宴会予約係 TEL:045-471-1120
（9:30A.M.～6:00P.M.）

★お子さま向け★
お子さま向け★
うたのおねえさん高瀬“makoring”麻里子と歌おう♪

ゴールデンウイークファミリーコンサート
お子さまと一緒にご参加いただける音楽会を地上 140m「スカイチャペル」にて
行います。横浜～都心のパノラマとともにお楽しみください。
■期

日：2016 年 5 月 4 日（水・祝）

■料

金：１名さま おとな￥1,800
こども￥1,000
※こどもは 4～12 才です。

■時

間：11:00A.M.～12:00NOON
（開場 10:30A.M.）

■場

所：スカイチャペル（41Ｆ）
歌唱力に定評のある高瀬“makoring”麻里子

■内

容：うた 高瀬“makoring”麻里子とキーボード によるコンサートです。
おなじみの曲やなつかしい曲など、お子さまからおとなまでお楽しみ
いただけます。みんなで歌う曲もご用意しております。

■特

典：プリンスアイスワールドランチブッフェを１名さま￥100 引きでご利用
いただけます。（４才～未就学児を除く）
■お問合せ・ご予約：新横浜プリンスホテル ゴールデンウイークファミリーコンサート係
TEL:045-471-1111 （10:00A.M.～6:00P.M.）

和⾷料理⻑と学ぶ農園収穫体験＆料理教室

新横キッズアカデミー

―

⾷

育

―

農園で栽培されている野菜を収穫し、簡単なお料理を体験した後、日本料理 羽衣
にてランチをお召しあがりいただく収穫体験イベントです。
農園には和食料理長が同行いたします。
■期

日：2016 年 5 月 5 日（木・祝）

■料

金：親子ペア￥6,000（おとな１名＋こども１名）
１名さま おとな￥4,000 こども￥2,500
※こどもは 4～12 才です。
※必ずお子さまと一緒にお申込みください。

■時

間：9:30A.M.ホテル集合

■場

ほうれん草や小松菜などを
所：収穫体験 市川農園（横浜市港北区小机）
収穫（画像はイメージです）
料理体験・ランチ 日本料理 羽衣（40Ｆ）
容：ホテル集合後、バスで農園まで送迎いたします。
野菜がどのようにできているか、採れたての野菜はどんな味がするのかなどを
体験します。収穫した野菜はホテル帰館後、自分で調理し、日本料理 羽衣の
ランチとともにお召しあがりいただきます。

■内

2:00P.M.解散（予定）

■お問合せ・ご予約：新横浜プリンスホテル 新横キッズアカデミー係
TEL:045-471-1111 （10:00A.M.～6:00P.M.）

★女性向け★
あなたの DNA をチェック！

天空の朝ヨガと“美”朝⾷プラン
DNA チェックでわかる！あなたの体質に合ったヨガレッスン。
地上約 150m のスカイバンケットで行う朝ヨガレッスンの後は体がよろこぶ
美朝食で優雅な休日をお届けいたします。初めて方も大歓迎です。
■期

日：2016 年 4 月 29 日（金・祝）
30 日（土）
、5 月 1 日（日）

■料

金：１名さま￥6,000

■時

間：8:00A.M.～11:00A.M.
（受付 7:00A.M.より）

■場

所：スカイバンケット（42Ｆ）
講師の飯田くにこ

■内

容：まず初めに DNA チェックシートにご記入いただき、お客さまひとりひとりの
DNA を調べます。講師 飯田くにこ（kunistyle 代表）による DNA タイプの
講義の後、朝ヨガを体験していただきます。ヨガの後は、体に良い朝食を
地上 150m からの景色とともにお楽しみいただけます。

■お問合せ・ご予約：新横浜プリンスホテル 朝ヨガイベント係
TEL:045-471-1111 （10:00A.M.～6:00P.M.）

いちごの甘酸っぱい味覚をご堪能ください

ゴールデンウイーク ストロベリー スカイブッフェ
ホテル最上階のスカイバンケットにて、ゴールデンウイーク限定のストロベリー
デザートブッフェを開催いたします。地上約 150m のパノラマとともに甘酸っぱい
味覚をご堪能ください。
■期

日：2016 年 5 月 3 日（火・祝）～5 日（木・祝）

■料

金：１名さま おとな￥3,500 小学生￥2,200
4 才～未就学児￥1,000
間：1:00P.M.～4:00P.M.
（ラストオーダー3:30P.M.）

■時

いちごのデザートが勢ぞろい

■場
■内

所：トップ オブ ヨコハマ バーラウンジ＆バンケット
スカイバンケット（42Ｆ）
容：いちごのショートケーキやいちごタルト、ストロベリーシフォンなど
いちごをメインに使ったデザートが 20 品。お客さまの前で仕上げる
クレープシュゼットはおすすめです。ラザニアやサンドイッチなど
軽食やコーヒー・紅茶もご用意しております。

■お問合せ・ご予約：新横浜プリンスホテル レストラン予約係
TEL:045-471-1115 （10:00A.M.～6:00P.M.）

宴会場でのランチブッフェで非日常感を味わおう！

プリンスアイスワールドランチブッフェ
プリンスアイスワールド 2016 横浜公演に合わせて宴会場でランチブッフェを
開催いたします。バラエティ豊かなブッフェメニューをお楽しみください。
■期

日：2016 年 4 月 30 日（土）
・5 月 1 日（日）・3 日（火・祝）～5 日（木・祝）

■料

金：1 名さま おとな￥3,600 小学生￥2,800 4 才～未就学児￥600

■時

間：12:00NOON～3:00P.M.（ラストオーダー2:30P.M.）

■場

所：ホテル宴会場（お日にちにより異なります）

■内

容：シェフが腕によりをかけた料理が勢ぞろい。洋食・和食・中国料理を
時間制限なくお楽しみいただけます。

■お問合せ・ご予約：新横浜プリンスホテル 宴会予約係
TEL:045-471-1120 （9:30A.M.～6:00P.M.）

プリンスアイスワールド 2016 横浜公演 概要
【開催日時】
4/30（土）
/1（日）
5/3（火・祝）
5/4（水・祝）
5/5（木・祝）
公演日 4/30
（土） 5/1
（日） 5/3
（火・祝） 5/4
（水・祝） 5/5
（木・祝）
1 回目 11:00 A.M.～1:00 P.M.
2 回目 3:30 P.M.～5:30 P.M.
※開場は開演時間の 1 時間前を予定しています。
【出演者】
CAST ｜

プリンスアイスワールドチーム
荒川 静香、本田 武史

4/30（土）
5/1（日）
4/30
（土）
5/1
（日）
町田 樹
GUEST ｜ 織田 信成／村上 大介
島田 高志郎／樋口 新葉
田中 刑事

5/3（火・祝）
5/4（水・祝）
5/5（木・祝）
5/3
（火・祝） 5/4
（水・祝） 5/5
（木・祝）
無良 崇人／宇野 昌磨
安藤 美姫／鈴木 明子／村上 佳菜子
本郷 理華

【構成・演出】今村 ねずみ
【会場】新横浜スケートセンター
【横浜公演に関するお問合せ】プリンスアイスワールド横浜公演事務局／
TEL：045-663-9939（受付時間 平日 10:00A.M.～6:00P.M.）
【公演の詳細内容に関するお問合せ】プリンスアイスワールド事務局／
TEL：03-5928-1270（受付時間 平日 10:00A.M.～5:00P.M.）

※食材によるアレルギーなどがございましたら、あらかじめ係にお申し付けください。
※仕入れの都合により、食材メニューに変更がある場合がございます。
※リリースに記載されている料金には、サービス料・消費税が含まれております。
ゴールデンウイークファミリーコンサート、ゴールデンウイークストロベリースカイブッフェ、プリンスアイス
ワールドランチブッフェにサービス料はかかりません。

