2018 年 8 月

グランドプリンスホテル新高輪、品川プリンスホテル
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品川の街の発展に伴う近年の高輪・品川エリアのリニューアル
品川の街の発展に伴う近年の高輪・品川エリアのリニューアル（一部
（一部抜粋）

【品川プリンスホテル】
コーヒーラウンジ マウナケア
他

【グランドプリンスホテル新高輪】
Buffet&Café SLOPE SIDE DINER ZAKURO
【品川プリンスホテル】
【品川プリンスホテル】
メインタワー ロビー、
和ビストロ いちょう坂
屋外スペース いちょう坂他
他
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【品川プリンスホテル】
DINING
DINING && BAR
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TABLE 99 TOKYO
TOKYO

【グランドプリンスホテル新高輪】
2019 年春
最上階スイートルーム 2 室増室
【品川プリンスホテル】
2019 年夏
アネックスタワー ロビー、
上層階 3 フロア他

●2019 年

●2018 年

年

【グランドプリンスホテル新高輪】
ロビーを含むアライバルエリア、
【ザ・プリンス さくらタワー東京】 宴会場専用通路他
全客室、ロビー他。マリオット・
インターナショナル オートグラフ
コレクションに加盟

【グランドプリンスホテル高輪】
全客室、ロビー他。クラブラウンジ
新設。ホテル内に旅館「高輪 花香路」
をオープン

【グランドプリンスホテル新高輪】
【グランドプリンスホテル新高輪】
2018 年 12
12 月
テラス席付きのクラブラウンジ
テラス席付きのクラブラウンジ

◎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
3447-1133（直通）
（直通） FAX: 03-3473-1115
03
1115 EMAIL：
：tkn-mpr@princehotels.co.jp
mpr@princehotels.co.jp

1.高輪・品川エリア
高輪・品川エリアの
のバリューアップの方向性
1.高輪・品川エリア
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グランドプリンスホテル新高輪

コンベンション・
コンベンション・MICE
エンターテインメントタウン
トラディショナル
トラディショナル
ラグジュアリー
品川プリンスホテル
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

品川駅→交通網の発展

泉岳寺エリア→再開発、ＪＲ新駅誕生
泉岳寺エリア→再開発、ＪＲ新駅誕生

東京（日本）の新たな玄関口として“人が集う・交流する”
街づくりの一端を担うホテルとして 4 つのホテルそれぞれの機能を向上
2.リニューアル概要
1.グランドプリンスホテル新高輪
1.グランドプリンスホテル新高輪
15F、16F のクラブフロアにお泊りのお客さまが利用できるクラブラウンジを
のクラブフロアにお泊りのお客さまが利用できるクラブラウンジを日本庭園に面し
日本庭園に面し
た 1F に移設し、
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新設するテラス席
テラス席やプライベ
ートラウンジ（仮称）など 5 つのエリアを設けることで、利用シーンに
設けることで、利用シーンに合わせてご滞在いただけ
合わせてご滞在いただけ
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室増室することにより、エグゼクティブ需要に対応いたします。
（1）クラブラウンジ（仮称）
（ ）クラブラウンジ（仮称）
専用カウンター（仮称）イメージ

【オープン
オープン】2018 年 12 月
【場

所
所】グランドプリンスホテル新高輪
】グランドプリンスホテル新高輪 客室棟 1F

【席

数
数】100 席（約 366 ㎡）

特徴：①テラス席を新設。日本庭園からの導線も確保。
②非接触キーによるセキュリティ強化
③専用カウンターでのチェックイン
④朝食の充実（フードカウンター、ドリンクカウンターの新設）

プライベートラウンジ（仮称）イメージ

テラス席
コールド

専用カウンター
コールド

上から見た図面 イメージ

（2）スイートルーム
最上階のクラブフロアに、リビングルームを備えるスイートルームを 2 室増室（合計 5 室）することで、
海外を含む MICE 需要やエグゼクティブ層に対応いたします。
【オープン】2019 年春（予定）
【場

所】16F

【室

数】2 室（各約 120 ㎡）

2.品川プリンスホテル アネックスタワー
ロビーフロアにフリースペースなど交流が生まれる空間を設け、8F にジムを新設するなど、デジタルネイティブ世代の利
用を見込みリニューアル。上層階 3 フロア（83 室）は若年層を意識したデザインを取り入れリニューアルいたします。
【オープン】2019 年夏（予定）
【場

所】アネックスタワー7F ロビー（約 502 ㎡）、30F～32F 3 フロアの客室（83 室）、
8F ジム・コインランドリー・喫煙室新設

3.ホテル概要（リニューアル後）
ホテル概要（リニューアル後）
グランドプリンスホテル新高輪
【開 業 日】1982 年 4 月 25 日
【客 室 数】908 室
【レストラン・ショップ数】7 ヵ所
【宴 会 場 数】20 室
【そ の 他 施 設】会議室、プール、コンビニエンスストア、フラワーショップ、
ヨガスタジオ他
【T

E

グランドプリンスホテル新高輪

L】03-3442-1111

品川プリンスホテル
【開 業 日】1978 年 7 月 11 日
【客 室 数】3,536 室
【レストラン・ショップ数】14 ヵ所
【宴 会 場 数】25 室
【そ の 他 施 設】マクセル アクアパーク品川、映画館、ボウリングセンター、
テニス・ゴルフ他
【T

E

品川プリンスホテル

L】03-3440-1111

※上記内容はリリース時点（2018 年 8 月 16 日）の情報であり、変更になる場合がございます。

