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「いちょう坂ビアガーデン アウトドアテラス」のメニュー（イメージ）
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◎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
3447-1133（直通）
（直通） FAX: 03-3473-1115
03
1115

品川プリンスホテル 屋外プール（イメージ）

「COOL ICHOZAKA（クール
」概要
ICHOZAKA（クール イチョウザカ）
■ いちょう坂に
いちょう坂に開放的な屋外ビアガーデンがオープン
開放的な屋外ビアガーデンがオープン
【レストラン名】 いちょう坂ビアガーデン アウトドアテラス
【場
所】 品川プリンスホテル アネックスタワー2F
フードコート 品川キッチン
【期
間】 2016 年 7 月 5 日（火）～9 月 4 日（日）
5:00P.M.～10:00P.M.
※ラストオーダーは各プランの終了 30 分前となります。
※7 月 16 日（土）～8 月 31 日（水）は、ドリンクのみ
11:30A.M.より販売いたします。

「いちょう坂ビアガーデン アウトドアテラス」の
ドリンク（イメージ）

【メ ニ ュ ー】 生ビール ￥650
GARDEN SET 90（料理 3 品＋飲み放題 90 分） ￥3,000
GARDEN SET 180（料理 4 品＋飲み放題 180 分） ￥4,500 ほか
※各料金には消費税が含まれております。

【お客さまからのご予約・お問合せ先】 品川プリンスホテル レストラン総合予約
TEL：03-5421-1114 （受付時間：9:30A.M.～8:00P.M.）
※仕入れの状況により、食材、メニューに変更がある場合がございます。※食材によるアレルギーなどがございましたら、あらかじめ係へお申し付けください。

■ 夏夜を“COOL
夏夜を“COOL”にする空間演出
COOL”にする空間演出
いちょう坂に水を噴霧するミストシャワーを設置。さらに爽やかなブルーで夜間ライトアップいたします。
【場
所】 品川プリンスホテル いちょう坂
【期
間】 2016 年 8 月 1 日（月）～8 月 31 日（水） 6:00P.M.～9:00P.M.
■ さまざまな
さまざまな分野のアーティストによる
分野のアーティストによるいちょう坂ストリート
ストによるいちょう坂ストリートパフォーマンス
いちょう坂ストリートパフォーマンス （無料）
【場
所】 品川プリンスホテル いちょう坂
【期
間】 2016 年 8 月 4 日（木）、13 日（土）、14 日（日） 6:00P.M.～9:00P.M.
【内
容】
8 月 4 日（木） ・ヴァイオリンと津軽三味線による和洋コラボレーションユニット
「沙羅璃（シャラリ）」のライブパフォーマンス ほか
8 月 13 日（土） ・「アクアパーク品川」の人気者が登場
・特殊な LED 基盤を高速点滅させることにより空中に画像や
文字を描く「グラフィックポイ」のパフォーマンス ほか
8 月 14 日（日） ・生け花アート
・国際大会で受賞経歴を持つ、プリンスホテルの氷の彫刻師
小坂芳史による氷彫刻の展示 ほか
【料
金】 無料
■ キッチンカーでのクレープの販売
キッチンカーでのクレープの販売
【期
間】 2016 年 8 月 13 日（土）、8 月 14 日（日） 6:00P.M.～9:00P.M.
品川プリンスホテル いちょう坂
品川駅前に位置し、国内外の玄関口として機能する品川エリアにある
品川プリンスホテルには、宿泊施設のほか、レストラン、シネマ、ライブホール、
アクアパーク品川、スポーツなど、さまざまな施設があり、品川駅から高輪の
街方面に向かって並ぶこれらの各施設を「いちょう坂」が結びます。
周辺の再開発や訪日外国人旅行者の増加など、エリアのさらなる発展が
期待される中、今年 4 月、品川プリンスホテルを宿泊やエンターテインメント
機能が集合した「タウン」として捉え、各施設を訪れる人々が「いちょう坂」を
中心としてタウン内を回遊するよう促すことを目的に整備いたしました。
訪れる人々の憩いの空間となるようウッドデッキやベンチなどの設備を
新設したほか、一体感を持たせるようサイン表示を統一するなどして、
敷地内の N タワー横から坂の頂上にある大イチョウまでの坂道を
リニューアルし、その他のホテル内施設とともに「タウン」として進化してまいります。

沙羅璃

■ 屋外プールをリニューアルし、「
屋外プールをリニューアルし、「ナイトプール」
ナイトプール」営業を新たに開始
今夏、ウッドデッキ、ジェットバス、ドリンクカウンターを新設。
またナイトプールは女性向けの演出として小学館「CanCam」とコラボレーションし、
「CanCam×Shinagawa Prince Hotel Night Pool」と題して営業いたします。
＜リニューアルのポイント＞
① ウッドデッキ、ジェットバスの新設

② 専用カウンターでのドリンクの提供

③ 都会のオアシスを演出する植栽・照明設備の導入 ④ デッキチェアとパラソルを一新
【場
所】 品川プリンスホテル メインタワー3F
【期
間】 2016 年 7 月 16 日（土）～9 月 19 日（月・祝）
【デイタイム営業】 9:00A.M.～5:00P.M.
ビジター 平 日 おとな￥5,200／こども（4 才～12 才）￥4,200
土・休日 おとな￥7,800／こども（4 才～12 才）￥6,300
宿 泊 者 全 日 ￥2,100
小学館「CanCam
小学館「CanCam」とコラボレーション
CanCam」とコラボレーションしたナイトプール
」とコラボレーションしたナイトプール
「CanCam×
CanCam×Shinagawa Prince Hotel Night Pool」
Pool」
プールサイドのデザインや、女性にうれしいプールグッズを「CanCam」が
プロデュースした、おとな（18 才以上）専用のナイトプール。
さらに、4 月にリニューアルオープンしたイーストタワー1F の「カフェレストラン 24」
では「CanCam」が考案したメニューを販売。
同レストランは 24 時間営業をしており、ナイトプール後の女子会スポットとしても
おすすめです。

CanCam による装飾イメージ

【ナイトタイム営業】 6:00P.M.～9:00P.M. （最終入場：8:30P.M.） ＜18 才以上限定＞
◆ローソンチケット （7 月 7 日（木）10:00 より販売）
平 日
女性￥4,200／男性￥4,200
土・休日
女性￥4,200／男性￥6,000
オープニング記念料金 ＜7 月 16 日（土）～18 日（月・祝）＞ 女性￥3,500／男性￥6,000

カフェレストラン 24

※8 月 4 日（木）、7 日（日）は、別途イベント実施のため、営業時間が 7:30P.M.～9:00P.M.となり、
女性料金を￥2,500 に変更し、販売いたします。（男性料金の変更はございません。）

◆当日券 （プール受付にて販売）
ビジター 平日 ￥4,200／土・休日 ￥6,000
宿泊者 全日 ￥1,700

※各料金には、プール利用（屋内プール含む）、ロッカー利用、消費税が含まれております。

【お客さまからのお問合せ先】 品川プリンスホテル プール ＴＥＬ：03-3440-1111（受付時間：8:00A.M.～8:00P.M.）
※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。

