2016 年 8 月
和室を備えた「グランドプリンスホテル高輪」が“和のおもてなし”を提供する空間にリニューアルオープン
ザ・プリンス さくらタワー東京、グランドプリンスホテル高輪、グランドプリンスホテル新高輪、品川プリンスホテル
さくらタワー東京、グランドプリンスホテル高輪、グランドプリンスホテル新高輪、品川プリンスホテル

【ニューイヤープラン 2017】
2017】

■高輪エリア
高輪エリア 3 ホテルは
ホテルは 伝統的な「日本のお正月」
■品川プリンスホテル
品川プリンスホテルは「遊びつくすニューイヤー」
プリンスホテルは「遊びつくすニューイヤー」
2016 年 8 月 31 日（水）一般予約受付開始
日（水）一般予約受付開始
ザ・プリンス さくらタワー東京、グランドプリンスホテル高輪、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）と品川プリンスホテル（所在地：東京都港区高輪 4-10-30 総支配人：橋本哲充）では、
「ニューイヤープラン 2017」の一般予約の受付を 2016 年 8 月 31 日（水）より開始いたします。
今年の年末年始は、例年に比べ短期間の休みが予想されるカレンダーの日並びから、移動の負担の少ない都内に
ご家族が集まり、日本文化に触れながら特別感のある時間を過ごせるホテルでお正月を過ごすことが予想されます。
約 20,000 ㎡の日本庭園を有する高輪エリアでは、今年 11 月に和室を備えた「グランドプリンスホテル高輪」が“和の
おもてなし”を提供する空間にリニューアルオープン。「グランドプリンスホテル新高輪」もアライバルエリアに日本の
伝統技術を取り入れバリューアップしており、より上質な“日本のお正月”をご提供いたします。また 3 世代利用を
想定し、ホテルの豪華さや本物嗜好の体験型イベントを充実させ、さらに、年配のお客さまとそのご家族も安心して
ご滞在をお楽しみいただけるよう、オプションとして「シニアケアサービス」を新たに導入いたします。また、9 月末までに
3～4 泊プラン（「扇」「獅子舞」）をご予約いただいたお客さまを対象に追加の 1 泊をプレゼントするお年玉企画を実施
するなど、活動的で時間に余裕のあるアクティブシニア層の需要喚起を図ります。
一方、エンターテインメント施設が充実している品川プリンスホテルでは、ファミリーやカップルをターゲットに“遊び
つくすニューイヤー”として、夜の水族館で行う ソウル五輪銅メダリスト 小谷実可子さん出演のカウントダウンシンクロ
ショーや、生け花のパフォーマンスなど、ホテルの枠を超えたニューイヤープランをご提案いたします。

⾼輪エリア 3 ホテル
テーマ：伝統的な「日本のお正月」
■和室を備えた「グランドプリンスホテル⾼輪」が
“和のおもてなし”を提供する空間にリニューアル
■オーダーメイドのシニアケアサービスで
3 世代のご滞在をサポート（オプション）
■職人から学ぶ「私の盆栽作り」「書のワーク
ショップ」

◎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

品川プリンスホテル
テーマ：遊びつくすニューイヤー
■夜の水族館で、ソウル五輪銅メダリスト 小谷実可子
さん出演のカウントダウンシンクロショー開催
■クラブ eX で、狂言・生け花・ジャズのイベント
■水族館、映画館などを楽しめるエンタメ
チケット付き

高輪エリア 3 プリンスホテル ニューイヤープラン 2017 概要
テーマ：伝統的な「日本のお正月」

メインターゲット：アクティブシニア層、3 世代

11 月にリニューアルオープンする「グランドプリンスホテル高輪」、アライバルエリアに日本の伝統技術を取り入れバリュ
ーアップした「グランドプリンスホテル新高輪」と、「ザ・プリンス さくらタワー東京」では、伝統的な“日本のお正月”を
演出する本物嗜好のイベントをご用意いたしました。さらに「シニアケアサービス」を新たに導入し、年配のお客さまと
そのご家族も安心してご滞在をお楽しみいただけるようサービス面も充実させました。
＜プラン例（1 室 2 名利用の 1 名さま料金）＞

プラン

扇
獅子舞
獅子舞

泊数

4泊

3泊

期間

ホテル・料金
グランドプリンスホテル高輪

ザ・プリンス
さくらタワー東京

※11/1 リニューアルオープン

グランドプリンス
ホテル新高輪

12/30～1/3 \194,400～
\171,400～
\183,600～
12/31～1/3

本館
\139,800～
\142,300～
\138,100～

別館
\250,800～
\240,600～
－

\152,000～
\141,200～
\147,500～

\166,400～
\147,400～
12/31～1/2
\152,400～
1/1～1/3 \144,400～

\124,900～
\105,300～
\111,400～
\102,400～

\230,600～
\200,400～
\210,400～
\195,400～

\136,200～
\123,400～
\128,400～
\120,400～

（東京タワービュー確約）

ダイヤモンド
プラチナ
初夢Ａ
初夢Ｂ

2泊

※料金には、お食事や催事などのプランチケット、サービス料・消費税・宿泊税が含まれております。
（プランにより、プランチケットの内容および参加できる催事・イベントが異なります。詳しくはお問合せください。）
※お客さまからのご予約・お問合せは、【ニューイヤープラン事務局 TEL:0120-489-081（10:00A.M.～6:00P.M.）】にて承ります。

◆グランドプリンスホテル高輪 改装コンセプト・概要◆
改装コンセプト・概要◆
泊まるためのホテルから「滞在するためのホテル」として、
“和のおもてなし”を提供する空間に 11 月 1 日リニューアルオープンいたします。
＜別館＞
1．日本文化を体験できる“旅館”のような空間に全面リニューアル
2．日本庭園の入口「冠木門」で着物を着たスタッフがお出迎え
3．別館宿泊者専用スペースとして和風ラウンジと SPA を新設
＜本館＞
1．クラブフロアとクラブラウンジを設定し、ラグジュアリーなサービスを提供
2．日本庭園を一望できる「ラウンジ 光明」を改装
3．24 時間オープンのジムを新設し、いつでもエクササイズできる空間をご用意

グランドプリンスホテル高輪

別館（イメージ）

リニューアル記念 お年玉企画
9 月末までに 3～4 泊プラン（「扇」「獅子舞」）をご予約いただいたお客さまを対象に追加の 1 泊をプレゼントいたします。

3 世代でのご滞在を安心してお楽しみいただくために
初サービス シニアケアサービス （オプション）
ケアスタッフがお客さまのご要望に合わせてご滞在のお手伝いをする
オーダーメイドのサービスをご用意いたします。
【期日】2016 年 12 月 30 日（金）～2017 年 1 月 3 日（火）
【料金】有料

シニアケアサービス

イメージ

本物嗜好なアクティブシニア
本物嗜好なアクティブシニア向け
アクティブシニア向け
シャンデリアが輝く豪華な空間で「ニューイヤープレミアムディナーショー」
日本最大級の広さを誇る大宴会場 飛天で和食・洋食・中国料理の料理長による
コース料理と、ブロードウェイミュージカルとして人気の「マイ・フェア・レディ」の
ハイライトショーをオペラ歌手の豊かな歌声と生演奏でお楽しみいただけます。
【期日】2017 年 1 月 1 日（元日）
【料金】プランチケット
大宴会場 飛天

イメージ

職人から学ぶ「私の盆栽作り」
「書のワークショップ」（オプション）
盆栽や書道など、興味はあるけれど始めるきっかけがなかった方に日本文化の奥深さをじっくりご体験いただけます。
【期日】2017 年 1 月 1 日（元日）、2 日（月・振休） ※「書のワークショップ」は 2 日のみ
【料金】有料
笑顔で幸運を呼び込む「開運！顔ヨガ」
口角を上げて顔の筋肉を鍛えるヨガ。椅子に座りながら
行いますので、お気軽にご参加いただけます。
【期日】2017 年 1 月 2 日（月・振休）
【料金】無料

新春は初笑いから「お楽しみ演芸会」
三遊亭兼好さん、桃月庵白酒さんなど
注目の若手が登場する、毎年恒例の新春寄席。
【期日】2017 年 1 月 1 日（元日）、2 日（月・振休）
【料金】プランチケット

お孫さんと一緒に楽しみたい
お孫さんと一緒に楽しみたい 3 世代向け
桜の⽊をご家族や⼤切な⽅と⼀緒に「新年植樹会」（オプション）
2017 年の新年の門出を記念してお客さまとホテルスタッフで 1 本の桜の木を植えます。
数年後に成長した木を見て思い出を語っていただけるよう心をこめて植樹いたします。
【期日】2017 年 1 月 2 日（月・振休）
【料金】無料

新年植樹会

イメージ

ホテル内の日本庭園で体験「⾼輪 除夜の鐘」（オプション）
奈良から移築された江戸初期建立の鐘楼で、1 組さま 1 回ずつお客さまに
お手伝いいただき、除夜の鐘を鳴らします。日本庭園はお香の香りで演出いたします。
【期日】2016 年 12 月 31 日（大晦日）
【料金】無料 ※限定 108 組・ご予約制
お正⽉ならではの「おせち料理」「新春朝⾷ブッフェ」
1 名さまずつのお重のおせちとお雑煮または全国各地のお雑煮などのブッフェ
スタイルのご朝食をプランによってお選びいただけます。会場には獅子舞も登場し、
お正月気分を盛り上げます。

日本庭園の鐘（大晦日）

【期日】2017 年 1 月 1 日（元日）
【料金】プランチケット
おせち料理 イメージ
※そのほか、イヤーエンドプレミアムブッフェ、カウントダウンパーティー、貴賓館コンサート、新春福引き抽選会、
歴史探訪街歩き、アロマオイルハンドマッサージ、新春もちつきショー、大書文字パフォーマンス、初詣バスの運行なども実施いたします。

品川プリンスホテル ニューイヤープラン 2017 概要
テーマ：遊びつくすニューイヤー

メインターゲット：ファミリー、カップル

エンターテインメント施設が充実している品川プリンスホテルでは、夜の水族館で行う、ソウル五輪銅メダリスト 小谷
実可子さん出演のカウントダウンシンクロショー、生け花のパフォーマンス、テニスやボウリングで体を動かすスポーツ
体験など、ホテルの枠を超えたエンターテインメントタウンならではのイベントを多数ご用意いたしました。
＜プラン例（1 室 2 名利用の 1 名さま料金）＞
プラン
泊数
品川宿プラン
3泊
初富士プラン
3泊
いちょうプラン
2～4 泊
花月プラン
2～3 泊
華プラン
2～3 泊
柘榴おせち付きプラン
2泊
柘榴プラン
2泊

期間
12/31～1/3
12/31～1/3
12/30～1/3、12/31～1/2・3
12/31～1/2・3
12/31～1/2・3
1/1～1/3
1/1～1/3

料金
\165,700
\106,000～
\ 66,500～
\ 66,500～
\ 59,900～
\ 49,600～
\ 39,600～

※料金には、お食事や催事などで使えるプランチケット、エンタメチケット、サービス料・消費税・宿泊税が含まれております。
（プランにより、プランチケットの内容および参加できる催事・イベントが異なります。詳しくはお問合せください。）
※お客さまからのお問合せは、【ご宿泊 ＴＥＬ：03-5421-7204 （9:30A.M.～6:00P.M.）、
レストラン ＴＥＬ：03-5421-1114 （9:30A.M.～8:00P.M.）】にて承ります。

ご家族やカップルにおすすめの
ご家族やカップルにおすすめのエンターテイ
におすすめのエンターテイン
エンターテインメントイベント
夜の水族館で「小谷実可子によるカウントダウンシンクロショー」
アクアパーク品川にて、1988 年ソウルオリンピックの銅メダリスト
小谷実可子さんが出演するカウントダウンイベントを開催。
昨年の大好評を受け、2 年目となる今回は“世界”をイメージし、
さらにパワーアップしたショーをお届けいたします。
【期日】2016 年 12 月 31 日（大晦日）
【料金】プランチケット（品川宿・初富士・いちょう・華プラン）

昨年のカウントダウンシンクロショーの様子

※アクアパーク品川のイルカプールにて開催しますが、イルカは出演いたしません。

円形状の会場クラブ eX でのイベント
心地いいおとなの雰囲気の中でジャズを楽しむカウントダウントイベント、
観客の眼前で複数のバトラーが花を生け競い合うニューカルチャーイベント
「花いけバトル」、人間国宝 野村萬さんの孫 野村太一郎さんによる狂言など、
大晦日から 1 月 2 日まで毎日お楽しみいただけるイベントを開催いたします。
【期日】2016 年 12 月 31 日（大晦日）～2017 年 1 月 2 日（月・振休）
【料金】12/31：プランチケット（花月プラン） 1/1～2：エンタメチケット
花いけバトル

イメージ

鉄道ジオラマ

イメージ

ボウリング

イメージ

お孫さんと楽しめる体験コーナー
お孫さんと楽しめる体験コーナーや館内施設
体験コーナーや館内施設
鉄男くん、鉄子ちゃんも興奮「鉄道ジオラマ」
スイスの街を走る、ミニチュア化されたリアルな氷河特急のジオラマを展示。
親子そろってお楽しみいただけます。
【期日】2016 年 12 月 31 日（大晦日）～2017 年 1 月 2 日（月・振休）
【料金】無料
宿題にもおすすめ「書き初め」
「凧作り」
講師の先生指導のもと、お孫さんと一緒に書き初めや凧作りを体験。
【期日】2017 年 1 月 1 日（元日）、2 日（月・振休）
【料金】書き初め：無料 凧作り：エンタメチケット
充実のエンターテインメント施設
「アクアパーク品川」「テニス」
「ボウリング」
「ゴルフ」
イルカのパフォーマンスなどを楽しめるアクアパーク品川や
ホテル内のテニスやボウリングで新年早々体を動かすスポーツを体験。
【期日】2017 年 1 月 1 日（元日）、2 日（月・振休）※アクアパーク品川は 3 日（火）まで
【料金】エンタメチケット

※そのほか、和太鼓演奏、獅子舞、もちつき大会、日本酒飲み比べ、富くじ、初詣バスの運行や「エンタメチケット」でお楽しみいただける大福茶、似顔絵、
日本画ワークショップなども実施いたします。
（「エンタメチケット」…上記イベントの他アクアパーク品川や T・ジョイ PRINCE 品川などホテル館内施設で利用できるチケット）

高輪・品川・芝公園エリアの 5 つのホテル共通で楽しめるイベント
■プリンスニューイヤーバス
品川プリンスホテルなど品川駅前にある高輪・品川エリアとザ・プリンス パークタワー東京など芝公園エリアを
循環するバスを運行いたします。

■FIND THE ホテリエ
ご滞在中の思い出にホテリエと記念撮影。カードを持っているホテリエを見つけてカードを集めると記念品を
お持ち帰りいただけます。

■新春ナゾトキ宝探し
ご家族でもお一人でも楽しめるナゾトキゲームを実施。プリンスニューイヤーバスに乗って巡っていただけます。

※上記内容はリリース時点の情報です。実施内容の一部に変更がある可能性がございますのでご了承ください。
※写真はイメージです。 ※食材によるアレルギーなどがございましたら、ご予約の際に係へお申し付けください。

