
（1） 各所に消毒液を設置しておりますのでご利用ください。

（2）スタッフによる客室へのご案内は控えさせていただきます。

　　お荷物はご自身でお持ちいただきますよう、お願いいたします。

①  ご来館時

（1） 入店時は手指の消毒のご協力をお願いします。

（2） レストラン等では 1メートルの対人距離を確保することを基本とし、

　　難しい場合はアクリルパーテーションを設置いたします。

　　（日常的に接している家族や知人等の少人数の同一グループ、介助者同席の

　　高齢者・乳幼児・障害者等が同席の場合は除きます。）

②  レストラン（一部営業を縮小しております）

（1） 混雑を避けるためロッカーの使用や、入浴人数、入浴時間、休憩室に

　　入場制限を設けさせていただく場合がございます。

（2） 施設内、ロッカールームでの会話は極力控えていただくようお願いします。

（3） パウダールームのアメニティ（化粧品等）を一部縮小しております。

（4） 入浴前には必ず身体を洗い流してからお入りください。

③  温浴施設

（1） トリートメントのご予約は事前予約を推奨し混雑緩和に取り組んでいます。

（2） ご来場の際に、健康状態を確認させていただきます。

（3） スパラウンジは、トリートメントをご予約のお客さまに限りご利用いただけます。

④  スパ ザ ブルー プリンス
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グランドプリンスホテル広島　ご来館時のお願い



ご宿泊のお客さまへのご案内 / Information

Motoujina Pier in front of the Hotel

Perfect for tourism,  a high-speed boat can take you to the Miyajima World 
HeritageSitein as litte as 26 minutes. 

*Please purchase tickets in advance at the travel desk.
※チケットは前もってトラベルデスクにてお買い求めください

宮島⇔プリンスホテル

小用（江田島）⇔プリンスホテル

広島駅北口⇔プリンスホテル
HiroshimaStation(NorthExit)⇔Prince Hotel

 PierOcean
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Miyajima⇔Prince Hotel

Koyo(Etajima)⇔Prince Hotel

元宇品桟橋はホテルに隣接しております

高速船をご利用いただくと世界遺産宮島までわずか26分で到着いたします。
快適な観光をお楽しみください。

「瀬戸内シーライン　1 日フリーパス」 Setouchi Sea Line 1 DAY FreePassPort
[広島・プリンスホテル～宮島] [広島～小用] [広島～高田・中町] [広島～三高] [呉～小用]
[Hiroshima Port,Prince Hotel～Miyajima][Hiroshima Port～Koyo(Etajima)][Hiroshima Port～Takata,Nakamachi(Etajima)]
[Hiroshima Port~Mitaka(Etajima)][Kure～Koyo(Etajima)]

Round-trip

3,400(Adult) 1,700(Child)

瀬戸内シーライン１日フリーパス
区 間
Section

料金 Fare
大人 子ども

クローククローク

噴水噴水

ロビーロビー

エレベーターエレベーター

フロントフロント コンシェルジュコンシェルジュ

トラベルデスクトラベルデスク

PrinceHotelHiroshimaStation
NorthExit PrinceHotel HiroshimaStation

NorthExit

P

館内のご案内 / Facilities Guide

高速船のご案内 / High-Speed Boat

無料シャトルバスのご案内 / Shuttle Bus(free)

翌日タクシーをご利用になるお客さまは事前にご予約ください

※時刻表・料金は2022年11月3日現在のものです。 *All information is as of November 3rd,2022.

広島港
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9:24 9:29 9:48 12:46 13:06 13:11

◎は土日祝のみの運行です　※12月～2月は運休となります
◎1 Mar .～30Nov. of Saturday , Sunday and Holiday only
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● 大人（Adult） ￥1,900
● 子ども（Child）  ￥950

料金
Fare

片道
（One-way）

Convenience Shop

Automatic door

コンビニエンスショップコンビニエンスショップ

自動ドア自動ドア

Ocean
海海

Convenience Shop
コンビニエンスショップコンビニエンスショップ

4 ～ 17F
客室フロア
Guest Rooms

4F（6・8・10・12・14・16F にも
ご用意しております。）

自動販売機（アルコール・ソフトドリンク）
Vending machine

3F

2F  喫煙場所
SMOKING AREA
24Hours

23F
スカイラウンジ  トップ オブ ヒロシマ
TOP OF HIROSHIMA Sky Lounge

22F
ステーキ＆シーフード  ボストン
BOSTON Steak & Seafood Restaurant

21F
中国料理  李芳
RIHO Chinese Restaurant

20F
広島  なだ万
NADAMAN Japanese Restaurant

18・19F
客室 クラブフロア
Club floor

18F
クラブラウンジ
Club lounge

1F
ラウンジ  モロキニ
ブッフェレストラン  ポルト
MOLOKINI Lounge
PORTO Buffet Restaurant

1F
屋外プール
※入口は 3F
1F Outdoor Pool
※Entrance is at 3F

1F
喫煙場所
SMOKING 
AREA
24Hours

1F
お好み焼  かっくん
KAKKUN ‘Okonomiyaki’ 
Japanese-style Pancakes

3F には
広島温泉「瀬戸の湯」
スパ ザ ブルー プリンス
フィットネスジム
がございます。

※屋外プール〈夏期限定〉
広島温泉「瀬戸の湯」から
ご入場ください。

Hot-Spring “SETO-NO-YU”
SPA THE BLUE PRINCE
Fitness Gym

Passage to outdoor pool is 
through Hot-Spring 
“SETO-NO-YU”.

● 大人（Adult） ￥1,080
● 子ども（Child）  ￥540

片道
（One-way）

料金
Fare

運営／中国ジェイアールバス

※広島駅発のバスは新幹線口バスロータリーに停車いたします。8番・9番バスのりば付近へ
　お越しください。
※ダイヤは改定する場合がございます。
※交通事情により遅れる場合がございます。
※満席の場合はご乗車になれない場合もございます。
※ご予約の必要はございません。

Customers wishing to reserve a taxi on the following day should reserve one ahead of time.

タクシーのご案内 / TAXI



◎ 料金 / Price　  ［おとな / Adult］　　　　　　￥2,000 
　（1泊 /1night）　［こども（4～ 11 才）/ Child］ ￥1,000 

ご朝食 / Breakfast ※ラストオーダーは営業終了時刻の 30分前です。*Last order for breakfast is 30 min. before the close time.

ご夕食会場 / Dinner venue　

3F 広島温泉「瀬戸の湯」 / Hot-spring “SETO-NO-YU”

※入湯税は別途申し受けます。
※4才未満入場不可 /4 ～ 11 才おとな同伴必須
*A separate bath tax will be charged. *Children age of 4-11must be stay with adults .
*It i s not available for children under 4 years old to enter hotspring .

温泉付きご宿泊プランのお客さまは
有効期間中、何度でもご利用いただけます。

◎ 営業時間 / Opening hours　6:00A.M. ～ 12:00MID.
　（最終受付 11:00P.M.　こども 9:00P.M.）

■温浴施設内での写真撮影及び、携帯電話、スマートフォン、タブレット等の
　お持ち込みは固く禁止させていただきます。

※お部屋に備え付けのガウン・スリッパでご移動になれます。
　タオルは温泉受付にて貸し出しております。
※泥酔、刺青・タトゥーをされたお客さまのご利用は固くお断りしております。
*You may walk about in the gown and slippers provided for you in your room.  
  You can check out towels at the reception area of the hot springs bath.
  Guests wearing body art or tattoos are strictly prohibited. *All tattoos are prohibited.

カードキー / Card Key
エレベーターではルームキーをカードリーダーにかざした後
行き先階を押してください。
Please keep card key on the sensor and press the button for your 
floor in the elevator.
※カードキー紛失の場合は弁償いただきます。お取り扱いには十分お気を付けください。
*If you not, we will charge 1,000yen to your room.Please be careful not to lose it.

非常口 / Emergency Exit

館内のWi-Fi は SSID とパスワードで接続できます。客室内テレビ画面にて SSID とパスワードを表示しております。
You can connect to the hotel Wi-Fi with the SSID and password.  The SSID and password will be displayed on the TV screen in your guestroom.

◎チェックアウト時には必ず をご返却ください。
◎Return upon check-out.

館内施設ご利用の際はルームキーが必要になります。必ずお手元にお持ちください。
Room keys are required for all facilities in hotel. Please bring them with you.

■新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご利用人数およびご利用時間を
　制限させていただく場合がございます。ご協力をお願いいたします。
Photography is explicitly banned at all times and no mobile phones, smartphones, 
tablets, etc.  may not be brought into this hot bathing facility under any circumstances.
In order to prevent the spread of the novel coronavirus, the number of users and 
using time may be limited. Thank you for your kind cooperation.

Wi-Fi / Wi-Fi

客室ドア内側に表示してありますので必ずご確認ください。
万一の場合はあわてずに係員の誘導、指示に従い
もよりの非常階段または非常口をご利用ください。
The emergency exit on your floor is indicated 
on the inside of your room door. 
Please familiarize yourself with this information.

22階 <22nd floor>
ステーキ＆シーフード ボストン
Boston Steak & Seafood Restaurant

20階 <20th floor>
広島 なだ万 

NADAMAN Japanese Restaurant

23階 <23rd floor>
スカイラウンジ トップ オブ ヒロシマ

TOP OF HIROSHIMA Sky Lounge 

21階 <21st floor>
中国料理 李芳

Riho Chinese Restaurant

■和洋ブッフェ
◎ 料金 / Price：［おとな / Adults］￥2,700　［7-12 才 / Children（7-12）］￥1,400　［4-6 才 / Children（4-6）］￥700

Buffet style Breakfast

7:00A.M.～10:30A.M.

店舗名  /  Restaurant 営業時間  /  Opening hours
23階　スカイラウンジ　
             トップ オブ ヒロシマ
TOP OF HIROSHIMA Sky Lounge <23rd floor>

2階　   宴会場　Banquet hall <2nd floor>
※2階 宴会場の場合は、23F トップオブヒロシマにて
　喫茶がご利用いただけます (7:30A.M. ～ 10:30A.M.)
 *Café service is available at Top of Hiroshima  (23F) 
   (7:30A.M. ～ 10:30A.M.)

※ガウン・スパウェア・スリッパでのご来店はご遠慮ください。
※上層階のレストランは､8:00A.M. 以降  混雑が予想されます。お待ちいただくことがございますので､あらかじめご了承ください。
*Please refrain from using gown and slippers at restaurants. 
*Restaurants located in upper floors are expected to be crowded after 8:00A.M. Please be notice that you may have to wait for some time.

20階　広島  なだ万　NADAMAN <20th floor> 8:00A.M.～10:30A.M.

店舗名  /  Restaurant 営業時間  /  Opening hours

Japanese style Breakfast■和定食 ◎ 料金 / Price：￥2,700
※安全上、ご利用人数により朝食会場を決定しております。 *We arrange for a restaurant on safety number of the guests.

営業時間や内容などの変更を行わせていただいております。最新の情報はこちらからご確認ください。

* Reception closes at 11:00P.M. Children may enter until 9:00P.M.

朝食付宿泊プランのお客さまは
朝食を「ラウンジ モロキニ」のお食事メニューとしても
ご利用いただけます。
【ご利用時間】11:00A.M. ～ 2:00P.M.
※ご利用時はフロントにお申し出ください。
※他店舗での朝食利用がない場合に限ります。
※特定のメニューに限らせていただきます。
※クラブフロアにご宿泊のお客さまは、対象外となります。 

Meals are available at “Molokini Lounge” instead of Breakfast. 
【Opening hours】11:00A.M.～2:00P.M.
*Please let us know at the front desk when you use this service.
*This service is available instead of breakfast.
*Menus are limited.
*Guests staying at Club Floor  are  not covered by this service.

We make changes to operation. Please check the details at our website. 

※ご予約数に応じて会場を変更する場合がございます。*We may change a venue on number of the guests.　  

※料金には、消費税・サービス料が含まれております。 *The price includes a service charge and consumption tax.


