2016 年 6 月

昼はファミリー、夜は大人の夜遊びが楽しめる空間に

グランドプリンスホテル新高輪

ご宿泊者さまに快適な夏をお過ごしいただくことを目的に

■緑に囲まれた「ダイヤモンドプール」をリニューアル
■「スカイプール」はナイトプールを充実し営業時間を延長
2016 年 7 月 1 日（金）営業開始
グランドプリンスホテル新高輪（所在地：東京都港区高輪 3-13-１ 総支配人：山本誠）は、2016 年 7 月 1 日（金）に
夏季限定の「ダイヤモンドプール」と「スカイプール」をオープンいたします（「ダイヤモンドプール」は 8 月 31 日（水）、
「スカイプール」は 9 月 4 日（日）まで営業）。また、いずれのプールも、宿泊者専用プールとして営業時間を延長
いたします。
今年は、緑に囲まれた「ダイヤモンドプール」を宿泊者専用（一部利用者を除く）としてリニューアルし、ラグジュアリーな大人
の空間に生まれ変わります。これまでコンクリートだった床を防滑性・デザイン性に優れたクォーツサイトストーンに
張り替え、カバナ席やソファシートを新設し、デイベッドを一新することで、おくつろぎいただけるスペースを拡充
いたします。この空間を活かし、夜はビアガーデン「高輪フォレストガーデン」として営業いたします。
宿泊者専用の「スカイプール」は、昨年 7 月にカバナ席などを導入し、期間限定のナイトプールを営業いたしました。
お客さまからも好評だったことを受け、今年はナイトプールの開始日を昨年より 9 日早め、営業時間を 1 時間延長
いたします。 プールサイドでの SPA 付きプランのほか、「空」を楽しむ大人のためのナイトプールとして、週末には
3 つの空の彩りをテーマに、心地よい音楽と照明の空間演出や、ドレスコード特典を実施いたします。
また、同ホテルは 1F ロビースペースを 6 月 4 日（土）にリニューアルオープンいたしました。ホテル各所をバリュー
アップし、宿泊のお客さまへの滞在価値を高めることで、大人も楽しめる都会のオアシスを演出し、更なる需要拡大
を目指します。

「ダイヤモンドプール」

リニューアルイメージ

◎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 高輪･品川マーケティング戦略
TEL: 03-3447-1133（直通） FAX: 03-3473-1115

「スカイプール」

ナイトプールイメージ

「ダイヤモンドプール」営業・リニューアル概要
品川駅から徒歩約 5 分という好立地でありながら緑に囲まれた、おとな（16 才以上）専用のダイヤモンドプールを
よりラグジュアリーでリゾート感あふれる空間に演出するため、宿泊者および一部カード会員、パスポート購入者
の専用プールとしてリニューアルいたします。プールサイドのカフェエリアでは、オリジナルメニューやドリンクを
お召しあがりいただけます。
【場

所】グランドプリンスホテル新高輪 日本庭園内

【期

間】2016 年 7 月 1 日（金）～8 月 31 日（水）

【時

間】10:00A.M.～5:00P.M. ←昨年より 30 分延長
※8/11（木・祝）～14（日）のみ 9:00P.M.まで営業いたします。

【料

金】宿泊者（16 才以上）￥3,000
ナイトタイム（8/11～14 のみ営業） 宿泊者（16 才以上）￥2,500
パスポート（16 才以上）全日￥100,000／平日限定￥70,000

※8/11～14 の 5:00P.M.～9:00P.M.は対象外

※宿泊者専用。ただし、SEIBU PRINCE CLUB 会員（プラチナ・ゴールド・菊華会）とマリオット会員（プラチナ・ゴールド）、
パスポート購入者を除く。
※料金には、プール利用、ロッカー利用、デイベッド利用、消費税が含まれております。（デイベッドの数には限りがございます。）

＜リニューアル内容＞
1．座席を新設・一新
（1）カバナ席（2 台）

料金： ￥20,000（3 時間）

（2）ソファシート（2 台）

料金： ￥10,000（3 時間）

（3）ラウンジャー（4 台）

料金： ￥10,000（3 時間）

（4）デイベッド（60 席）

料金： 無料

2. プールサイドの床をクォーツサイトストーンに張り替え

リニューアルイメージ

これまでコンクリートだった床を防滑性のあるクォーツサイトストーンに変更し、
緑に囲まれたプールサイドをよりラグジュアリーに演出いたします。
3．更衣室、化粧室をリニューアル
客室棟 1F にある更衣室と、屋外の化粧室をリニューアルいたします。
4．営業時間を延長
営業時間を 5:00P.M.まで 30 分延長いたします。（昨年は 4:30P.M.までの営業）
プール営業終了後は、「高輪フォレストガーデン」としてプールサイドのビアガーデンを営業いたします。
また、8 月 11 日（木・祝）～14 日（日）は特別にナイトプール営業をいたします。
5．宿泊者専用プールに変更
これまで宿泊者以外の方もご利用いただいておりましたが、宿泊のお客さま専用（一部利用者除く）プールとして
営業いたします。

「スカイプール」営業概要
客室棟の 2F にある「スカイプール」は、日中はファミリー向け、夜は大人が楽しめる空間としてナイトプール営業を
充実させます。週末は、心地よい音楽と空を楽しむ大人の空間として 3 つの空の彩りをテーマに演出いたします。
また、プールサイドのカフェエリアでは、シェフおすすめの 6 種のディップでお召しあがりいただくベジタブル
スティックやポテト、ピンチョスなど充実したフードメニューをご用意しておりますので、泳がなくてもプールサイドで
お酒を嗜みながらおくつろぎいただくことも可能です。
【場

所】 グランドプリンスホテル新高輪 2F

【期間／料金】 2016 年 7 月 1 日（金）～9 月 4 日（日）

10:00A.M.～5:00P.M.

宿泊者 おとな￥3,000 こども（4～12 才）￥1,500
【ナイトタイム営業】 2016 年 7 月 23 日（土）～8 月 31 日（水） ←昨年より 9 日早くスタート
5:00P.M.～9:00P.M. ←昨年より 1 時間延長
宿泊者（16 才以上）￥2,500
※料金には、プール利用、ロッカー利用、デイベッド利用、消費税が含まれております。
（デイベッドの数には限りがございます。）

【その他料金】 （1）カバナ（2 台）
3 時間 ￥20,000
（2）ラウンジャー（2 台）※新設 3 時間 ￥10,000

スカイプール ナイトイベント

～SKY Night～

時間とともに姿を変え、その美しさで心を動かしてくれる「空」。スカイプールから見上げる空の 3 つの彩り「桃-Peach
Blossom-」「茜-Akane-」「紺碧-Deep Blue-」をテーマに、ゆったり広がる空を眺めながらおくつろぎいただける、
週末限定の大人のための空間をご用意いたします。心地よい音楽と照明による演出のほか、スペシャルカクテルや
その日のテーマカラーに合わせたドレスコードのサービス特典も設け、“大人の夜遊び”を盛り上げます。

桃-Peach Blossom-

茜-Akane-

紺碧-Deep Blue-

【場

所】 グランドプリンスホテル新高輪 スカイプール

【期

日】 桃-Peach Blossom-Night ： 7 月 29 日（金）、8 月 6 日（土）、13 日（土）、20 日（土）
茜-Akane-Night

： 7 月 30 日（土）、8 月 11 日（木・祝）、14 日（日）、26 日（金）

紺碧-Deep Blue-Night

： 8 月 5 日（金）、12 日（金）、19 日（金）、27 日（土）

【時

間】 5:00P.M.～9:00 P.M.

【料

金】 1 名さま￥2,500（プール利用料金）

【内

容】

1. Decoration
3 つのカラー（空の色）をテーマに…
・DJ が選曲 ・ライトアップ
・スペシャルカクテルをご提供（有料）
2. Dress code
その日のテーマカラーを身に着けてくると…
・スパークリングワイン 1 杯をサービス

【ザ・クラブフロア】プールサイドスパ付きステイ～Summer SKY with SPA THE SAKURA～
グランドプリンスホテル新高輪の上層階「ザ・クラブフロア」に宿泊し、プールサイドのカバナ席にて、ザ・プリンス
さくらタワー東京 B1 の「SPA THE SAKURA」の特別メニューをご体験いただける宿泊プランを販売いたします。
緊張やストレスを優しく鎮め心のバランスを整えるローズのアロマに包まれながら、セラピストの絶妙なハンド
ストロークをご堪能いただける贅沢なトリートメントです。夏の紫外線で傷みがちな肌にアルガンオイルが潤いを
与え、肌を整えます。また、朝食やアルコール（5:00P.M.以降）無料の「ザ・クラブラウンジ」もご利用いただけます。
【場

所】 SPA ： グランドプリンスホテル新高輪 スカイプール カバナ席
宿泊： グランドプリンスホテル新高輪 ザ・クラブフロア

【期

間】 2016 年 7 月 23 日（土）～8 月 31 日（水）

【施術時間】 5:30P.M.～8:50P.M.（最終受付は 40 分コース 8:10P.M.／80 分コース 7:30P.M.）
【料

金】 ＜40 分コース＞1 室 2 名さま利用（1 名さま）￥22,768～
＜80 分コース＞1 室 2 名さま利用（1 名さま）￥34,768～
※料金には、１泊、ザ・クラブフロア特典（プール利用含む）、プールサイド SPA、消費税・サービス料が含まれております。
（宿泊税が別途かかる場合がございます。）

プールサイド SPA 「スパスイートローズオイルマッサージ」
① リラクシングスイートローズボディマッサージ
半身（背中・脚背面） 40 分
② スイートローズボディマッサージ・セレクト
（下記 A・B からお選びいただけます） 80 分
A. スイートローズボディマッサージ（全身）
B. スイートローズハーフボディマッサージ＋デコルテ＆ヘッドスパ
（半身＋デコルテ＆ヘッドスパ）
※雨天・荒天の場合は、ザ・プリンス さくらタワー東京 B1 の「SPA THE SAKURA」 での施術となります。

【お客さまからのご予約・お問合せ】
グランドプリンスホテル新高輪 TEL:03-3442-1111
※写真はイメージです。
※上記内容はリリース時点の情報です。

