
 

 

 

2018 年 3 月 

着物を装い、人力車で近隣の桜めぐりをする体験型宿泊プランをご用意 

 

 

 

 

 

 

 

品川駅から徒歩約 5分圏内に位置するザ・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、日本庭園の 17種約 210本の桜が見頃

を迎える 3月 18日(日)から 4月 15日(日)まで『高輪 桜まつり 2018』を開催いたします。 
 

昨今、訪日外国人を含む旅行者の目的が眺めて楽しむ観光から、文化や空間を「体験」するスタイルへとシフトして

いることから、思い出を誰かに『共有』したくなるプランやイベントをご用意いたしました。 
 

和の設えが施された「高輪 花香路」では、着物を装い、桜を見下ろせる和室でスイーツやオードブルを詰めた三段

お重をお召しあがり後、人力車に乗って桜の絶景スポット「さくら坂」を通り近隣をめぐるなどの特別な桜の愛で方を

ご体験いただける宿泊プランを販売いたします。また、ソメイヨシノが見頃を迎える週末は日本庭園を中心に、着物

パフォーマンスの優美な舞や三味線アクロバット、江戸太神楽などの伝統芸能をはじめ、人力車のフォトスポットや

着付け体験、匂い香づくりといったご参加型のさまざまなイベントをお楽しみいただけます。 
 

さらにレストランでは桜にちなんだメニューやスイーツを各種ご用意し、春の味覚をご賞味いただけます。また庭園

の桜に包まれた「桜桟敷席」では、シェフが厳選した黒毛和牛や神戸牛、鮑や伊勢海老（国産）などが堪能できる 

限定コース（￥37,000）をご提供いたします。 
 

一年で最も賑わう日本庭園のお花見を日本の伝統文化の発信とともに盛りあげてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  
 

お花見とともに“日本の魅力”を発信 

「高輪 桜まつり 2018」 
【期 間】2018年 3月 18日（日）～4 月 15日（日） 

人力車 イメージ 

◎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  EMAIL：tkn-mpr@princehotels.co.jp 

桜桟敷席とライトアップした日本庭園の夜桜 



 
 
【実施ホテル】 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 
【期 間】 2018年 3月 18日（日）～4月 15日（日）※日本庭園でのイベントは日数限定 
【庭園の桜】 約 20,000㎡の日本庭園に咲く 17種類約 210本の桜は時期を違えて約 3 ヵ月間お楽しみいただけ 

ます。期間中は 5:30P.M.～11:30P.M.に日本庭園をライトアップして幻想的な夜桜を演出いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世代を問わず、国内外のお客さまに日本の伝統文化をお楽しみいただけるイベントを各種ご用意いたしました。 
ソメイヨシノが見頃を迎える週末の 4日間限定で開催いたします。 
【開 催 日】 2018年 3月 31日（土）、4月 1日（日）、7日（土）、8日（日） 

※イベントにより日程・時間が異なります。  ※天候などにより内容が一部変更・中止となる場合がございます。 

【内 容】 

イベント 内容 実施日時 場所 料金 

お琴演奏 

春の日に似合うお琴の演奏をお届けいたし
ます。風情ある日本庭園にて伝統の音色を

お楽しみください。 

3月 31日（土） 

1:15P.M.～/4:00P.M.～ 
4月 1 日（日） 
2:00P.M.～/4:00P.M.～ 

日本庭園内ステージ 無料 

三味線アクロバット 
型破りなパフォーマンスで披露される、見る
のも楽しい本格的な津軽三味線。 

4月 1 日（日）  
1:15P.M.～/3:15P.M.～ 

日本庭園内ステージ 無料 

和太鼓演奏 
世界で活躍する和太鼓演奏者の兄弟が奏
でる力強い音の体感をお楽しみください。 

4月 8 日（日） 
3:15P.M.～/5:00P.M.～ 

日本庭園内ステージ 無料 

KIMONOショー 
華やかな和装に身を包んだ女性たちによる
日本伝統の“舞”をご覧いただけます。 

3月 31日（土） 
12:30P.M.～/2:00P.M.～ 日本庭園内ステージ 無料 

江戸太神楽 
獅子舞や曲芸など、平安時代から伝わる日
本の伝統芸能をご堪能いただけます。 

4月 7 日（土）  
10:45A.M.～/1:15P.M.～ 日本庭園内ステージ 無料 

着物 着付け体験 

お洒落な着物レンタル＆着付けで気軽に
和体験。手ぶらでご参加いただけ、そのま
ま日本庭園の散策も可能。 

3月 31日（土） 
11:00A.M.～5:00P.M. 
（最終受付 3:00P.M.） 

ザ・プリンス さくらタワー
東京 2F  
コンファレンスフロア 

1 名さま 

￥3,000 

匂い香づくり 
天然の香料を自由に組み合わせてオリジナ

ルの香りを作れる体験イベント。 

4月 7 日（土） 
12:00NOON～/3:00P.M.～ 
（各回約 30 分） 

グランドプリンスホテル 

新高輪 1F  

1 名さま 

￥1,620 

ちりめん和小物づくり 
ちりめん生地でお好きな色を組み合わせて
作ります。根付としても使えて実用的です。 

4月 7 日（土） 
11:00A.M.～/1:00P.M.～ 

3:00P.M.～ 

グランドプリンスホテル 
新高輪 1F  

1 名さま 

￥1,500 

人力車 フォトスポット 
庭園内に飾られた人力車に乗り写真をご自
由にお撮りいただけるフォトスポット。 

3月31日（土）、4月 1日（日）、 

7 日（土）、8 日（日） 
11:00A.M.～4:30P.M. 

日本庭園  無料 

香る日本庭園 桜めぐり 
桜で彩られた庭園に、ほのかにお香をくゆ
らせます。7日（土）のみお香の販売もあり。 

3月31日（土）、4月 1日（日）、

7 日（土）、8 日（日） 
11:00A.M.～6:00P.M. 

日本庭園  無料 

氷彫刻 展示 
桜の季節に合わせた、巨大な氷彫刻をお
客さまの目の前で仕上げます。 

3月 31日（土） 
仕上 4:00P.M.～5:00P.M.頃 

展示 5:00P.M.～10:00P.M. 
日本庭園 無料 

1．「高輪 桜まつり 2018」概要 

2．日本の伝統文化に触れるイベント 

ライトアップした日本庭園の夜桜 日本庭園の山門と桜 



 

（1）着物に着替えて人力車で散策へ。桜が眼下に広がる和室確約の三段お重付きプラン 

グランドプリンスホテル高輪内に佇む 16 室の旅館「高輪 花香路」の日本庭園を望む客室にご宿泊。ご到着日に

着物に着替え、お部屋にご用意した三段お重の「はんなり小箱“SAKURA”」をお召し上がりいただき、人力車に 

乗って桜の絶景スポット「さくら坂」を通り近隣をめぐる特別な宿泊プランです。 

【プラン名】  「【1日 1室限定・桜ビュー確約】和室ではんなり お花見ステイ～着物で人力車 桜めぐり～」 

【宿    泊】  高輪 花香路（グランドプリンスホテル高輪内） 

【期    間】  2018年 3月 31日（土）、4月 1日（日）、7日（土）、8日（日） 

【料    金】  1室 2名さま利用（1名さま）￥41,022 より  
※料金には、1 名さまの 1 泊室料（桜の眺望確約）、下記内容、サービス料・消費税が含まれております。（宿泊税別） 

【内 容】  ■着物のレンタル・着付け（3:20P.M.～3:50P.M.） 

 ■イン ルーム ダイニングでの「はんなり小箱“SAKURA”」 （お届け時間 4:00P.M.） 

 ■人力車でのお花見周遊（5:00P.M.～6:00P.M.）  ■「ラウンジ 桜彩」のご利用（朝食含む） 

【お客さまからのお問合せ・ご予約】 TEL: 03-3447-1111 宿泊予約係 ※3日前 3:00P.M.までの予約制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

（2）桜の眺望確約！プライベートなお花見を満喫できるお弁当付きプラン 

桜が目の前に広がる客室で桜をお楽しみいただけるよう、夕食はイン ルーム ダイニングで「なだ万 高輪プライム」

の彩り華やかなお花見弁当をご用意いたします。 

【プラン名】  「【桜ビュールーム確約】THE SAKURA ステイ お部屋で優雅にお花見」 

【宿 泊】  ザ・プリンス さくらタワー東京 デラックスツイン 

【期 間】  2018年 3月 18日（日）～4月 15日（日） 

【料 金】 1室 2名さま利用（1名さま）￥26,726 より 
※料金には、1 名さまの 1 泊室料（桜の眺望確約）、夕食（イン ルーム ダイニングでのお花見弁当）、 

サービス料・消費税が含まれております。（宿泊税別） 

【お客さまからのお問合せ・ご予約】 TEL:03-5798-1111 宿泊予約係 ※2日前 3:00P.M.までの予約制 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3．プライベートな空間で桜とともにお寛ぎいただく宿泊プラン 

「高輪 花香路」眼下に日本庭園を望む和室（左）、人力車イメージ（右上）、はんなり小箱“SAKURA”（右下） 

窓から桜を眺められるデラックスツイン 

客室でご提供するお花見弁当 イメージ 窓から桜を眺められるデラックスツイン 



はんなり小箱 “SAKURA”  
￥8,000 <予約制・数量限定> 
フレンチテイストの小鉢や手毬寿司、和と洋どちらも 
楽しめるスイーツなどを三段お重に詰めました。 
■ラウンジ 光明 （グランドプリンスホテル高輪） 

 

Fleurs – フルール - 
￥4,600 <予約制> 
華やかなスイーツ&セイボリーのアフターヌーンティー
です。季節限定の桜のフレーバードティーが登場。 
■ラウンジ もみじ （グランドプリンスホテル新高輪） 
 

セリシール  
￥8,800  
キャロットムースのオードブルや、マスタード風味
ソースの牛フィレ肉のグリエなど、春らしい彩りの
フレンチコースです。 
■フランス料理 ル・トリアノン 

（グランドプリンスホテル高輪） 

 

Festa di Ciliegio 
￥14,000  
赤座海老やふきのとう、桜海老など薫り高い春の
食材をご賞味いただける、見た目も華やかな 
イタリアンコース。 
■リストランテ カフェ チリエージョ 
           （ザ・プリンス さくらタワー東京） 

 

 

（1）手が届きそうなほど桜に包まれた「桜桟敷席」で味わう￥37,000のコースメニュー 

桜の下のこたつ付き特別席「桜桟敷席」では、「鉄板焼 しゃぶしゃぶ ステーキハウス 桂」の料理長 浅見剛士 

が厳選した食材で、黒毛和牛の焼き寿司やステーキサンド、神戸牛のステーキなどを盛り込んだ特別コースを 

ご用意しました。まるでトンネルのような桜の下で特別な時間をお過ごしいただけます。  
【場 所】 「鉄板焼 しゃぶしゃぶ ステーキハウス 桂 『桜桟敷席』」 

ザ・プリンス さくらタワー東京 日本庭園内  

【メニュー名】 八重 

【料 金】 1名さま \37,000 ※予約制 ※雨天の場合は休止 

【時 間】 11:30 A.M.～／3:00P.M.～／6:00P.M.～ 

【内 容】 伊勢海老（国産）湯引き／黒毛和牛ステーキサンド 

神戸牛の煮込み／蟹と白魚のロワイヤル仕立て 

鮑とタラバ蟹のソテ－／黒毛和牛焼き寿司 

神戸牛のステーキ朴葉と共に 焼き野菜 

味噌椀・香の物／グラスシャンパン 1杯付き 

 

（2）春らしさを満喫できる彩り華やかなラウンジ メニュー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

（3）窓に広がる桜を愛でながら、レストランで味わう季節限定のコース 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
※レストランメニューの表記料金には、消費税が含まれております。別途、会計時にサービス料（10%）を加算させていただきます。 
※特定原材料 7品目食物アレルギー（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のあるお客さまは係にお申し出ください。 
※桜の開花状況によりイベントやカバーチャージ料等、内容が変更になる場合がございます。 
※上記以外にも桜まつり期間限定の特別メニューやプランを販売いたします。詳しくは広報担当宛てにお問合せください。 
※仕入れの状況により食材・メニューが変更になる場合がございます。 ※写真はイメージです。 ※上記内容はリリース時点（3月 6 日）の情報です。 

4．桜を眺めながら春を味わうレストランメニュー 

＜レストランに関するお客さまからのお問合せは＞ 
レストラン予約係 TEL:03-3447-1139 （受付時間 9:30A.M.～8：00P.M. ※土・休日は 7:30P.M.まで） 
 

 

コース内容(左)と桜桟敷席(右)イメージ 


