2017 年 1 月

プリンスホテル
プリンスホテル
「プレミアムフライデー」の導入
プレミアムフライデー」の導入をきっかけに
」の導入をきっかけに新たな旅の形を提案
をきっかけに新たな旅の形を提案

リゾートエリア
リゾートエリアと都内
エリアと都内の
と都内のホテルで
金曜午後から楽しめる商品を拡充
金曜午後から楽しめる商品を拡充
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、代表取締役社長：赤坂茂好)は、個人消費の喚
起を目的に月末の金曜日を 15 時終業とする「プレミアムフライデー」の導入をきっかけに、金曜日の午後か
きんぱつ

ら旅行を楽しむ「金発ツーリズム※」を推奨し、金発ならではの商品を拡充することで、新たに生まれる余暇
需要の喚起を図ってまいります。
リゾートホテルでは金発だからこそ生まれる“金夜”と“土朝”の時間を活用し、夜間ロープウェーの乗車
早朝の寺社巡り、オープンと同時にアウトレットで買い物など、普段はできない体験をご案内いたします。
都内ホテルでは普段の退社時間には見られない景色や、自分の世界に浸る時間、仲間とのひとときなどの
「金曜日ならでは」をより楽しめる商品をご用意いたします。※金発ツーリズム…博報堂行動デザイン研究所が提唱
リゾートホテルの「金発ツーリズム」
夜間ロープウェーで星空観測

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖「標高 1,327m からの星空観測 プレミアムフライデーナイトプラン」

土曜日早朝の寺社巡り

グランドプリンスホテル京都「ショートステイプラン」

朝 1 番にアウトレットで買い物

ザ・プリンス 軽井沢「プレミアムフライデー 軽井沢ショッピングステイ」

都内ホテルのプレミアムナイト
マジックアワーを特等席で

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町「プレミアムフライデー マジックアワー」

高級車で夜遊びへ GO!

ザ・プリンス パークタワー東京「プレミアムフライデー限定 PREMIUM NIGHT OUT」

早め女子会でお得に過ごす

新宿プリンスホテル「Premium Friday Sunset plan」

朝一番にアウトレットで買い物(軽井沢)

普段見られないマジックアワーの景色(新宿)

◎本件に関する報道各位からのお問合せ
株式会社プリンスホテル プロモーション部
TEL：03－5928－1154 FAX：03－5928－1514

リゾートホテルの「金発ツーリズム」
ザ・プリンス 箱根芦ノ湖
箱根芦ノ湖

東京駅から電車とバスで約 2 時間

■標高 1,327ｍからの星空観測プレミアムステイ
1,327ｍからの星空観測プレミアムステイ■
ｍからの星空観測プレミアムステイ■
金曜日の夜だけ特別に運行する夜間ロープウェーに乗って、パワースポットと言われる箱根
駒ヶ岳山頂から満天の星空観測をするプランです。都心にない天然のプラネタリウムを体感
できます。翌朝は恋愛成就スポットとして名高い九頭龍神社の早朝参拝がおすすめです。
期間：2017 年 2 月 24 日(金)、3 月 31 日(金)
料金：1 室 2 名さま利用 1 名さま

\14,257～

※料金には 1 泊、朝食、箱根駒ヶ岳ロープウェー乗車券(往復)、星座早見盤、サービス料・消費税
が含まれております。入湯税別。
※雨天時はロープウェーの運行を中止する場合がございますので、ご了承ください。

ご予約・お問合せ：TEL.0460－83－1111
＜モデルコース＞

3:00P.M.
会社を出発

3:26P.M.
東京駅発
3:30P.M.
品川駅発

4:45P.M. ホテルチェックイン
新幹線

4:10P.M.
小田原駅発

送迎バス

5:25P.M. ロープウェー乗車
6:30P.M. 温泉、夕食
宿泊
6:00A.M. 九頭龍神社参拝

3:46PM
新横浜駅発

3:00P.M. チェックアウト

箱根

観光
4:00P.M. ホテル発

＜おすすめポイント＞

① 小田原駅発の送迎バスで夕方にはホテルにチェックイン
② 金曜夜だけの夜間ロープウェーを運行(乗車券付き)
③ 天体観測に使える星座早見盤をプレゼント
④ 人の少ない早朝に箱根のパワースポットを参拝
※「芦ノ湖畔蛸川温泉 龍宮殿」や「箱根湯の花プリンスホテル」でも同プランをおこなっております。
芦ノ湖畔蛸川温泉 龍宮殿

ご予約・お問合せ：TEL:0460-83-1121

箱根湯の花プリンスホテル ご予約・お問合せ：TEL:0460-83-5111

駒ヶ岳山頂で天体観測

ホテルでゆっくりご宿泊

(2 月 24 日(金)のみ)

パワースポット九頭龍神社も参拝

グランドプリンス
グランドプリンスホテル京都
プリンスホテル京都

品川駅から新幹線と電車で約 3 時間

■6:00P.M.チェックイン＆
6:00P.M.チェックイン＆10:00A.M.
チェックイン＆10:00A.M.チェッ
10:00A.M.チェックアウトのショートステイプラン
チェックアウトのショートステイプラン■
クアウトのショートステイプラン■
金曜の夜から京都を満喫できるお得なプランです。到着時間に合わせチェックインを 6:00P.M.、
チェックアウトを 10:00A.M.に設定しました。早朝の寺社を参拝しリフレッシュしていただけます。
期間：2017 年 8 月 31 日(木)まで
料金：1 室 2 名さま利用 1 名さま

\4,989～

※料金には 1 泊、サービス料・消費税が含まれております。
※チェックインは 6:00P.M.以降、チェックアウトは 10:00A.M.までとなります。
※ご宿泊日の 14 日前～8 日前にご予約いただけます。

ご予約・お問合せ：TEL.075－712－1111
＜モデルコース＞
金曜日

7:00P.M. ホテルチェックイン

3:00P.M.
会社を出発

3:30P.M.
品川駅発

6:00P.M.
京都駅発

新幹線

宿泊

地下鉄

6:00A.M. 洛北散策
10:00A.M. チェックアウト、観光
4:00P.M. ホテル発

＜おすすめポイント＞

① 滞在 16 時間のお得なプラン
② 翌朝早朝から存分に京都観光を満喫

ザ・プリンス 軽井沢

東京から新幹線で約 1 時間

■プレミアムフライデー 軽井沢ショッピングステイ■
軽井沢ショッピングステイ■
バーなどで使える館内利用券と、シェフこだわりの朝食、ショッピングプラザの商品お引換券が
付いたプレミアムフライデー限定のプラン。ホテルに到着した後は、館内利用券を使って、
バーでおくつろぎいただけます。翌朝は、開店と同時に軽井沢プリンスショッピングプラザへ。
混雑する時間を避けて、ゆっくりとお買いものを楽しんでいただけます。
期間：2017 年 2 月 24 日(金)、3 月 31 日(金)
料金：1 室 2 名さま利用 1 名さま

\18,462～

※料金には 1 泊、朝食、館内利用券(1000 円分)、
軽井沢・プリンスショッピングプラザ商品お引換え券(1,000 円分)、サービス料・消費税が含まれております。

ご予約・お問合せ：TEL.0267-42-1112
＜モデルコース＞
金曜日

5:30P.M. ホテルチェックイン
バーでくつろぎの時間

3:00P.M.
会社を出発

3:24P.M.
東京駅発

新幹線

4:31P.M.
軽井沢駅着

送迎バス

宿泊
8:00A.M. 朝食
10:00A.M. チェックアウト
アウトレットで買い物

＜おすすめポイント＞

① 東京から約 1 時間で高原リゾートへ
② バーやラウンジで使える館内利用券付き
③ 朝一番でアウトレットで買い物

都内ホテルのプレミアムナイト
ザ・プリンスギャラリー
ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町

地下鉄南北線永田町駅直結

■プレミアムフライデーマジックアワー■
プレミアムフライデーマジックアワー■
都内の景色を一望できる地上約 180ｍのスカイギャラリーラウンジ レヴィータで、マジックアワー
の景色を楽しんでいただくプランです。シャンパン＋ワインやカクテルなど 101 種類のフリーフロー
と、シェフこだわりのグルメプレートをご用意。先着 3 組さまには特等席をご用意いたします。
場所：スカイギャラリーラウンジ レヴィータ(35 階)
期間：2017 年 2 月 24 日(金)～5 月 26 日(金)の毎月最終金曜日
時間：3:30P.M.～7:30P.M.(最終入店)
料金： 1 名さま \7,500

※ご予約制

ご予約・お問合せ：TEL.03－3234－1136
※料金には消費税が含まれております。サービス料(10％)を別途頂戴いたします。
※天候によりマジックアワーの景色をお楽しみいただけない場合がございます。

スカイギャラリーラウンジ レヴィータ

ザ・プリンス
ザ・プリンス パークタワー東京

マジックアワーの景色

グルメプレートと 101 種のカクテル

都営地下鉄大江戸線赤羽橋駅から徒歩 2 分

■プレミアムフライデー限定 PREMIUM NIGHT OUT(プレミアムナイトアウト)■
木・金連泊のプレミアムな週末を体験するプランです。木曜日から宿泊し、金曜日はホテルから
出勤、早めに仕事を終えて特別な夜遊びを。ホテルでマッサージまたはネイルアップをして、お
迎えのベンツで夜の六本木へ。“東京の夜”を満喫できる、出張にもおすすめのプランです。
期間：2017 年 2 月 23 日(木)、4 月 27 日(木)、6 月 29 日(木)、8 月 24 日(木)から 2 泊 3 日
料金：1 室 2 名さま利用

1 名さま 2 泊 \67,000～

※料金にはプレミアムクラブキングルーム 2 泊、選べるネイル＆リラクゼーション、ホテルカーサービス、
六本木の選べるエンターテインメント施設利用券、プレミアムクラブ特典、
サービス料・消費税が含まれております。

ご予約・お問合せ：TEL.03－5400－1111

プレミアムクラブキングルームに 2 泊

ベンツで夜の六本木へ

六本木で夜遊び

新宿プリンス
新宿プリンスホテル
プリンスホテル

西武新宿駅直結

■Premium Friday Sunset Plan(プレミアムフライデーサンセットプラン)■
15 時 30 分～17 時 30 分の間に軽食とお飲物をお楽しみいただける特別プラン。普段より早い時間
から女子会をお楽しみいただけます。女性におすすめの各種オードブルやスイーツのほか、スパー
クリングワインやソフトドリンクもフリーフローでご用意いたします。暮れていく新宿の景色を一望
できるロケーションも魅力です。
場所：和風ダイニング＆バー FUGA(風雅)(25 階)
期間：2017 年 2 月 24 日(金)～9 月 29 日(金)までの毎月最終金曜日
時間：3:30P.M.～5:30P.M.(2 時間制)
料金： 1 名さま

\2,980

※ご予約制

※料金にはサービス料・消費税が含まれております。
※4 名さまからのお申込みになります。

ご予約・お問合せ：TEL.03－3205－1124

マジックアワーの西新宿

地上約 90ｍからの景色を一望

西武新宿駅直結で帰宅時も便利

