2017 年 1 月
金曜日の午後から緑に囲まれたホテルで過ごす特別な週末をご提案

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

～週末を有効活用！自分のための金曜の午後～

2 月 24 日（金）から開始するプレミアムフライデーに
ホテルで“アフター3
ホテルで“アフター
3”を過ごすプランを販売
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）では、官民が連携し消費を喚起する “プレミアムフライデー”の開始に合わせ
て、ホテルで特別な時間を過ごすプランをご提案いたします。
品川駅から徒歩約 5 分圏内にある高輪エリアの 3 ホテルは、都心でありながら約 20,000 ㎡の日本庭園があり、
喧騒を忘れる緑豊かな空間が広がります。
ザ・プリンス さくらタワー東京では、アフター3 の時間を満喫する女性向けに、庭園を望むレストランでフォトジェ
ニックなストロベリーアフタヌーンティーと、ブロアバス付きの客室でガールズトークをお楽しみいただけるプランを
ご用意しました。昨年 11 月にリニューアルオープンしたグランドプリンスホテル高輪では、ヨガやサウナ＆ブロア
バスなど過ごし方を選べる館内利用チケットが付き、緑が目の前に広がるクラブラウンジ（スイーツやアルコール
類などがフリー）が利用できるクラブフロアのご滞在をお楽しみいただけます。そしてグランドプリンスホテル
新高輪では、男性に金曜日の午後～土曜日を自分自身へのご褒美時間としてお過ごしいただける
“おひとりさま”向け宿泊プランをおすすめいたします。
プレミアムフライデーの開始により、金曜日の午後と土曜日をホテルで満喫し、日曜日はご自宅でゆっくりと
過ごす新しい週末スタイルをご提案することで消費意欲を後押しし、新たな需要の創出を目指してまいります。

ターゲット

働く⼥性

自分時間を楽しむ社会人

男性おひとりさま

ホテル

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

滞在理想
スタイル

内容

ＳＮＳにアップしたくなる写真を撮って

都⼼の喧騒から離れ、自分と向き合う 男性だって自分を甘やかしたい！

⼥⼦会を満喫したい。

時間を過ごしたい。

自分自身のご褒美時間がほしい。

庭園を望むレストランにて、⼥性ホテリエ 朝食やアルコール類もフリーな

スイーツや目の美容院など選べる

考案のフォトジェニックな「ストロベリー

クラブラウンジ利用とヨガや映画館

ご褒美特典付きの男性おひとりさま

アフタヌーンティー」をご用意

など自由に使えるチケット付き

向けプラン

◎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

プレミアムアフター3 〜Afternoon Tea フォトジェニックステイ〜
女子会ステイの始まりはフォトジェニックなアフタヌーンティーから。「リストランテ カフェ チリエージョ」と女性
ホテリエによる企画開発チーム「+Happy Project」が、春の食材やストロベリーをふんだんに使った見た目も華や
かなストロベリーアフタヌーンティーを考案。ブロアバス付きの 46 ㎡以上ある心地よい客室で、ガールズトークが
弾む週末の夜をお楽しみいただけます。
【ホテル】 ザ・プリンス さくらタワー東京
【期 日】 2017 年 2 月 24 日（金）

※3 日前までの予約制 ※室数限定

【料 金】 1 名さま ￥20,119 ～ （1 室 3 名利用時）
1 名さま ￥24,158 ～ （1 室 2 名利用時）
【内 容】 ■ストロベリーアフタヌーンティー(写真右下)
ホテルの日本庭園に見立てたアンティパストプレートのほか、
いちごとシャンパンゼリー、ベリータルトや、ほうじ茶ムースと抹茶のマドレーヌなど
和のテイストも味わえるいちごたっぷりのフォトジェニックなアフタヌーンティーです。

■チェックイン、チェックアウトが 3:00P.M.の最大 24 時間ステイ
■ジョン・マスター・オーガニック フェイシャル 4 点セット
【特 典】 滞在中にハッシュタグ「＃さくらタワー」を付けてインスタグラムに
アップしていただいた方にプチギフトをプレゼント。
【お客さまからのお問合せ・ご予約】ザ・プリンス さくらタワー東京
TEL:03-5798-1111（宿泊予約係）

男ひとりのホテルステイ-有意義な休暇プレミアムフライデーをいつもと違う“自分のため”の有意義な時間に。ネイルケア、スイーツ、SPA などからお好み
で選べるオプションを付けました。これまで興味があったけどチャンスがなかった「ご褒美」をホテル滞在中に叶え
ていただけます。ご宿泊は、ホテル上層階の特別フロア「ザ・クラブフロア」。最上階 16F にあるザ・クラブラウンジ
では、朝食からオードブル、夜はアルコールがフリーで、自分だけの時間をゆったりとお寛ぎいただけます。
【ホテル】 グランドプリンスホテル新高輪 ザ・クラブフロア
【期 間】 2017 年 3 月 31 日（金）まで ※4 日前までの予約制
【料 金】 1 名さま ￥25,554～ （1 室 1 名利用時）
【内 容】 ■お好みのオプション（下記より 1 つ選択）
①お部屋でゆっくりスイーツ三昧 (写真右下)
「スイーツプレート＆ハーブティー」（イン ルーム ダイニング）
②自信を持てる清潔感のある手に
「ネイルクイック メンズネイルケア保湿リッチコース」 約 40 分
③オールハンドの SPA で体の芯からリラックス （追加料金 +6,500 円）
「SPA THE SAKURA ディープリリースマッサージ 45 分」
④疲れ目ケアでリフレッシュ
※2 月 26 日（日）まで
「目の美容院 アイ・ショートコース 30 分（酸素バー付き）」

※②④は品川プリンスホテル内。

■スキンケアセット 資生堂 MEN
■ジョン・マスター・オーガニック バスアメニティセット
■ザ・クラブフロア特典
①専用カウンター（16F）チェックイン・チェックアウト
②ザ・クラブラウンジ利用無料
③ザ・プリンス さくらタワー東京 サウナ＆ブロアバス利用無料
■レイトチェックアウト 12:00NOON（通常 11:00A.M.）

④ボードルーム利用特別料金

【お客さまからのお問合せ・ご予約】 グランドプリンスホテル新高輪 TEL:03-3442-1111（宿泊予約係）

プレミアムアフター3 ゆとりの OFF-クラブフロアステイ2016 年 11 月のリニューアルオープン時に新設した日本庭園を望むクラブラウンジで、ウエルカムドリンクと共に
3:00P.M.にチェックインしてゆとりの OFF タイムがスタート。コーヒーやアルコールを片手に読書タイムなど寛ぎの
時間をお過ごしいただき、翌朝もプライベート感のある同空間で優雅にご朝食を。そのほか、ヨガやサウナ＆
ブロアバス、隣接する品川プリンスホテルの映画館やアクアパーク品川にて利用できる館内利用券が付いている
ので、日本庭園の散策をしながらご自身の思うままに週末を有効活用していただけます。
【ホテル】 グランドプリンスホテル高輪 クラブフロア
【期 間】 2017 年 2 月 24 日（金）～2018 年 3 月 31 日（土）
【料 金】 1 名さま ￥19,148～ （1 室 2 名利用時）
【内 容】 ■館内利用券（￥2,160 分）
ヨガやサウナ＆ブロアバス、館内レストラン、品川プリンスホテル内
の映画館、スポーツ施設、アクアパーク品川他から選択可

■「クラブラウンジ 花雅」利用(写真右)
①ウエルカムドリンクとともにチェックイン・チェックアウト
②朝食からナイトキャップまで、時間に合わせてスイーツやドリンクをご用意

■レイトチェックアウト 12:00NOON（通常 11:00A.M.）
【お客さまからのお問合せ・ご予約】 グランドプリンスホテル高輪 TEL:03-3447-1111（宿泊予約係）
※3 つの宿泊プランには、消費税・サービス料が含まれております。（宿泊税別）

アフター3 にフリーフローとライトミールを楽しめる「Lounge Momiji」
【プラン名】3 時間フリーフロー付きライトミールプラン
【場
所】「Lounge Momiji」グランドプリンスホテル新高輪
【期
日】2017 年 2 月 24 日（金）
【時
間】3:30P.M.～6:30P.M.（入店時間から 3 時間）
【料
金】￥5,000

1F

※料金には、下記メニュー、3 時間のフリーフロー、消費税が含まれております。
（サービス料別）

【メニュー】・5 種の一口オードブルプレート
・シェフおすすめ 4 種のワンプレートディッシュ
・本日のプチデザート
・30 種類のカクテル
・ドリンク各種（ロゼスパークリングワイン、ワイン、生ビール他）

※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。

※上記はリリース時点の情報です。
※写真はイメージです。

