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◎本件に関する報道各位からのお問合せは

ザ・プリンス パークタワー東京

TEL:03-5400
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③ 唎酒師がおすすめする

 

④ お持ち帰りいただける

 

⑤ 中国で縁起がいいとされる数字が並んだ料⾦

 

⑥ プレミアムクラブラウンジを無料でご利⽤可能
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【プラン名】 福来来
F U R A I R A I

2018 ～TOKYO STAY～ 

【販売期間】 2018 年 2 月 15 日（木）～21 日（水）  *1 日 1 組限定 

【料 金】 \566,888 （1 室 2 名さまご利用、1 室料金） 

【内 容】 ・専属バトラーが常駐するハーバースイートルーム（220 ㎡）にご 1 泊 

【内 容】 ・プライベートカウンターで、目の前で板前が特別に握る寿司のご夕食 

【内 容】 ・ホテルの唎酒師がおすすめする日本酒「開運」を夕食時にご用意（1 本） 

【内 容】 ・日本の伝統技術で製造されたお持ち帰りいただける錫製お猪口をペア 1 セット 

【内 容】 ・ドリンクやフードを無料で楽しめるプレミアムクラブラウンジをご利用 

【そ の 他】 3 日前 9:00A.M.までの事前予約制（仮） 

【お客さまからのお問合せ】 ザ・プリンス パークタワー東京 宿泊予約係  

                  TEL: 03-5400-1111 （受付時間 10:00A.M.～6:00P.M.） 

※料金には、上記内容と宿泊税、消費税、サービス料が含まれております。 

 

 

■ハーバースイートルーム■ハーバースイートルーム■ハーバースイートルーム■ハーバースイートルーム    

18世紀フランス・ルイ 15世時代をイメージしたインテリアで彩られた    

約 220 ㎡の「ハーバーロイヤルスイートルーム」は、専属バトラーの 

フルサービスによりお好みのスタイルでお過ごしいただける特別ルーム 

です。リビングルームからは東京湾やレインボーブリッジなどを一望 

いただけます。 

 

 

 

■寿司カウンター■寿司カウンター■寿司カウンター■寿司カウンター個室個室個室個室と唎酒師と唎酒師と唎酒師と唎酒師がおすすめする日本酒がおすすめする日本酒がおすすめする日本酒がおすすめする日本酒    

  厳選した食材で寿司を提供する「寿司 濱芝」には自分だけの空間で 

  板前が目の前で握る寿司を楽しめるプライベートカウンター席があり、 

本プランでは、板前が握るパフォーマンスとともに寿司をお召し上がり 

いただくほか、ホテルの唎酒師が特別にお客さまのお好みにあわせて 

お勧めする日本酒を提案いたします。 

ご要望にあわせて中国語でもご案内を予定しております。 

 

    

■縁起がいいとされる数字■縁起がいいとされる数字■縁起がいいとされる数字■縁起がいいとされる数字    

        中国には縁起にいいとされる数字があり、旧正月にあたる春節を祝うため、 

  縁起に由来する販売料金にいたしました。 

   

  「5」 五福 ・・・・・・ 5つの幸せ 

  「6」 六六大順・・・ すべてが順調 

  「8」 発財 ・・・・・・ たくさんお金が入る 

    

■プレミアムクラブラウンジ■プレミアムクラブラウンジ■プレミアムクラブラウンジ■プレミアムクラブラウンジ    

  プレミアムクラブフロアとスイートルームのご宿泊者限定でご利用 

  いただける特別ラウンジでは、朝食からナイトキャップまで時間帯 

  にあわせたお料理、軽食やドリンクを窓外の東京タワーの景色と 

  ともに無料でお楽しみいただけます。 

   

   

 自分だけの TOKYO 滞在を提供する春節宿泊プラン   

ハーバーロイヤルスイートルーム 

（リビングルーム） 

唎酒師（イメージ） 

プレミアムクラブラウンジ（朝食時イメージ） 


