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※上記料金には、消費税が含まれております。

※仕入状況により、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がございましたら、あらかじめ係へお申し付けください。

 【お客さまからのお問合せ
品川プリンスホテル
 

LLLLoveoveoveove クエスチョンクエスチョンクエスチョンクエスチョン

 

・告白の言葉を覚えていますか

・彼女の第一印象は？

・彼の好きな食べものは？

・初めてもらったプレゼントは？

                

好きな相手に気持ちを伝えるシーンの印象が強いバレンタインを

時間にしていただこうと、女性スタッフが考案いたしました。

「初めてのデートの場所」や、「彼の好きな食べ物」など、相手にまつわる質問が書かれたカードを、コースディナ

に添えて全 4

お楽しみいただけるので、お付き合いしている期間が長いカップルやご夫婦にもおすすめです。

にはお持ち帰りいただける

【プラン名】 Love クエスチョンディナー
】 トップ オブ
】 2016 年 2 月
】 コースディナー

        Love クエスチョン全
】 6:00P.M.～
】 2名さま\20,000

バレンタインは、多くのチョコレート商品が出回り、

「義理チョコ」をどのように用意するか

廃止」を採用する職場もあります。「義理チョコ」にまつわる女性の悩みを解消しようと、品川プリンスホテルでは

同僚同士での飲み会をご

飲み会を開催することで、上司へ日ごろの感謝を伝えら

することができます。またお料理

パプリカやプチトマトなどの

、楽しくバレンタインを過ごしていただけます。

【プラン名】 バレンタイン＆ホワイトデー
】 和食 ななかまど
】 2016 年 2 月
】 5:00P.M.～
】 1名さま\6,000

※上記料金には、消費税が含まれております。

※仕入状況により、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がございましたら、あらかじめ係へお申し付けください。

【お客さまからのお問合せ
品川プリンスホテル レストラン総合予約

バレンタイン

クエスチョンクエスチョンクエスチョンクエスチョン    

告白の言葉を覚えていますか

彼女の第一印象は？ 

彼の好きな食べものは？

初めてもらったプレゼントは？

                

好きな相手に気持ちを伝えるシーンの印象が強いバレンタインを

女性スタッフが考案いたしました。

場所」や、「彼の好きな食べ物」など、相手にまつわる質問が書かれたカードを、コースディナ

4 問をスタッフ

お楽しみいただけるので、お付き合いしている期間が長いカップルやご夫婦にもおすすめです。

にはお持ち帰りいただける記念写真をご撮影いただき、お二人の新たな思い出を

クエスチョンディナー
オブ シナガワ スカイダイニング

月 8 日（月）～
コースディナー（メニュー詳細は上記参照）

クエスチョン全 4 問、
～10:00P.M. 
20,000 

、多くのチョコレート商品が出回り、

どのように用意するか

もあります。「義理チョコ」にまつわる女性の悩みを解消しようと、品川プリンスホテルでは

ご提案いたします。

することで、上司へ日ごろの感謝を伝えら

お料理の最後に

やプチトマトなどの野菜もディップするチョコレートフォンデュ鍋が登場し、

、楽しくバレンタインを過ごしていただけます。

バレンタイン＆ホワイトデー
ななかまど （アネックスタワー

月 8 日（月）～
～10:30P.M. 
6,000 ※1 日

※上記料金には、消費税が含まれております。

※仕入状況により、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がございましたら、あらかじめ係へお申し付けください。

Love クエスチョン

【お客さまからのお問合せ・ご予約】 
レストラン総合予約

バレンタイン＆ホワイトデー

    質問例質問例質問例質問例    

告白の言葉を覚えていますか？ 

 

彼の好きな食べものは？ 

初めてもらったプレゼントは？ 

                など 

チョコ鍋飲み会
＜メニュー＞
・枝豆     
・お造り
・チョコレート鍋（パプリカ、プチトマト、
          
＜ドリンク＞
瓶ビール、ワイン（赤、白）、
サワー、

好きな相手に気持ちを伝えるシーンの印象が強いバレンタインを

女性スタッフが考案いたしました。

場所」や、「彼の好きな食べ物」など、相手にまつわる質問が書かれたカードを、コースディナ

問をスタッフがお渡しいた

お楽しみいただけるので、お付き合いしている期間が長いカップルやご夫婦にもおすすめです。

をご撮影いただき、お二人の新たな思い出を

クエスチョンディナープラン 
スカイダイニング

日（月）～3 月 14 日（月）
（メニュー詳細は上記参照）

問、チョコレート
 （最終入店 8:00P.M.

、多くのチョコレート商品が出回り、

どのように用意するか、女性同士で相談することも風物

もあります。「義理チョコ」にまつわる女性の悩みを解消しようと、品川プリンスホテルでは

提案いたします。 

することで、上司へ日ごろの感謝を伝えら

の最後には飲み会を盛り上げるアイテムとして

野菜もディップするチョコレートフォンデュ鍋が登場し、

、楽しくバレンタインを過ごしていただけます。

バレンタイン＆ホワイトデー チョコ鍋飲み会
（アネックスタワー

日（月）～3 月 14 日（月）
 ※2 時間制（最終入店

日 1組限定、4

※上記料金には、消費税が含まれております。 別途、10％のサービス料を加算させていただきます。

※仕入状況により、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がございましたら、あらかじめ係へお申し付けください。

クエスチョン

 
レストラン総合予約  TEL: 

＆ホワイトデー

 

チョコ鍋飲み会プラン 
＜メニュー＞ 

     ・鶏つくね
・お造り 3 種盛り       
・チョコレート鍋（パプリカ、プチトマト、
           キウイ、マシュマロ）
＜ドリンク＞ 

ビール、ワイン（赤、白）、
サワー、ソフトドリンク 

    
好きな相手に気持ちを伝えるシーンの印象が強いバレンタインを

女性スタッフが考案いたしました。 

場所」や、「彼の好きな食べ物」など、相手にまつわる質問が書かれたカードを、コースディナ

いたします。お食事の間、質問に回答しながら思い出など会話を

お楽しみいただけるので、お付き合いしている期間が長いカップルやご夫婦にもおすすめです。

をご撮影いただき、お二人の新たな思い出を

スカイダイニング （メインタワー
日（月） ※3 日前までの予約制

（メニュー詳細は上記参照）、スパークリングワイン（ハーフボトル）
チョコレートケーキ（7cm

8:00P.M.まで）

、多くのチョコレート商品が出回り、選びながらの購入が楽しい一方、

、女性同士で相談することも風物

もあります。「義理チョコ」にまつわる女性の悩みを解消しようと、品川プリンスホテルでは

することで、上司へ日ごろの感謝を伝えられ、男性の同僚全員へ一度にバレンタインをお祝い

は飲み会を盛り上げるアイテムとして

野菜もディップするチョコレートフォンデュ鍋が登場し、

、楽しくバレンタインを過ごしていただけます。 

チョコ鍋飲み会 
（アネックスタワー1F） 

日（月） ※3 日前までの予約制
（最終入店 平日・土曜

4名さま～12

％のサービス料を加算させていただきます。

※仕入状況により、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がございましたら、あらかじめ係へお申し付けください。

クエスチョン ディナー

TEL: 03-5421-1114

＆ホワイトデー 

 内容 

・鶏つくね   ・鮪叩き山芋掛け
       ・もつ鍋（うどん付き）

・チョコレート鍋（パプリカ、プチトマト、
キウイ、マシュマロ）

ビール、ワイン（赤、白）、麦焼酎、日本酒、ウィスキー
 の飲み放題 

好きな相手に気持ちを伝えるシーンの印象が強いバレンタインを、「伝える」だ

場所」や、「彼の好きな食べ物」など、相手にまつわる質問が書かれたカードを、コースディナ

します。お食事の間、質問に回答しながら思い出など会話を

お楽しみいただけるので、お付き合いしている期間が長いカップルやご夫婦にもおすすめです。

をご撮影いただき、お二人の新たな思い出を

（メインタワー39F） 
日前までの予約制

、スパークリングワイン（ハーフボトル）
7cm 角）1個、記念写真

まで） 

選びながらの購入が楽しい一方、

、女性同士で相談することも風物

もあります。「義理チョコ」にまつわる女性の悩みを解消しようと、品川プリンスホテルでは

れ、男性の同僚全員へ一度にバレンタインをお祝い

は飲み会を盛り上げるアイテムとして

野菜もディップするチョコレートフォンデュ鍋が登場し、

日前までの予約制
平日・土曜 8:30P.M.

12名さままでご予約可

％のサービス料を加算させていただきます。

※食材によるアレルギーがございましたら、あらかじめ係へお申し付けください。 

ディナー

1114 （受付時間

 チョコ鍋飲み会プラン

・鮪叩き山芋掛け 

（うどん付き） 

・チョコレート鍋（パプリカ、プチトマト、いちご、バナナ、
キウイ、マシュマロ） 

焼酎、日本酒、ウィスキー
 

＜
アミューズ
レンズ豆と鶏レバーのテリーヌ
とろとろ卵のサクサクロースト
スイ
サワラのポワレ
牛フィレポワレ
デザート
パン
コーヒー
 

、「伝える」だけでなく、相手と「会話を楽しむ」

場所」や、「彼の好きな食べ物」など、相手にまつわる質問が書かれたカードを、コースディナ

します。お食事の間、質問に回答しながら思い出など会話を

お楽しみいただけるので、お付き合いしている期間が長いカップルやご夫婦にもおすすめです。

をご撮影いただき、お二人の新たな思い出を作っていただけます。

 
日前までの予約制 

、スパークリングワイン（ハーフボトル）
個、記念写真 1 カット

選びながらの購入が楽しい一方、男性同僚にチョコレートを

、女性同士で相談することも風物詩となっており、昨今は「義理チョコ

もあります。「義理チョコ」にまつわる女性の悩みを解消しようと、品川プリンスホテルでは

れ、男性の同僚全員へ一度にバレンタインをお祝い

は飲み会を盛り上げるアイテムとして、いちごやバナナ

野菜もディップするチョコレートフォンデュ鍋が登場し、

日前までの予約制 
P.M.まで、日曜・祝日

名さままでご予約可 

％のサービス料を加算させていただきます。

ディナープラン 

（受付時間 9:30A.M.

チョコ鍋飲み会プラン

いちご、バナナ、 

焼酎、日本酒、ウィスキー 

＜ディナーメニュー
アミューズ 

レンズ豆と鶏レバーのテリーヌ
とろとろ卵のサクサクロースト
スイートポテトのポタージュ
サワラのポワレ 

牛フィレポワレ マルサラソース
デザート 

パン 

コーヒー 

 

チョコ鍋を囲んで飲み会（イメージ）
 

けでなく、相手と「会話を楽しむ」

場所」や、「彼の好きな食べ物」など、相手にまつわる質問が書かれたカードを、コースディナ

します。お食事の間、質問に回答しながら思い出など会話を

お楽しみいただけるので、お付き合いしている期間が長いカップルやご夫婦にもおすすめです。お食事

作っていただけます。

、スパークリングワイン（ハーフボトル）1 本、 
カット 

男性同僚にチョコレートを

詩となっており、昨今は「義理チョコ

もあります。「義理チョコ」にまつわる女性の悩みを解消しようと、品川プリンスホテルでは

れ、男性の同僚全員へ一度にバレンタインをお祝い

、いちごやバナナなどのフルーツ

野菜もディップするチョコレートフォンデュ鍋が登場し、同僚同士の交流

、日曜・祝日 8:00P.M.

％のサービス料を加算させていただきます。 

 

9:30A.M.～8:00P.M.

チョコ鍋飲み会プラン

ナーメニュー＞ 

レンズ豆と鶏レバーのテリーヌ 

とろとろ卵のサクサクロースト 

ートポテトのポタージュ 

 バジル香るブールブランソース
マルサラソース

チョコ鍋を囲んで飲み会（イメージ）

けでなく、相手と「会話を楽しむ」

場所」や、「彼の好きな食べ物」など、相手にまつわる質問が書かれたカードを、コースディナ

します。お食事の間、質問に回答しながら思い出など会話を  

お食事の最後

作っていただけます。 

男性同僚にチョコレートを  

詩となっており、昨今は「義理チョコ  

もあります。「義理チョコ」にまつわる女性の悩みを解消しようと、品川プリンスホテルでは 

れ、男性の同僚全員へ一度にバレンタインをお祝い 

などのフルーツ

同僚同士の交流を  

8:00P.M.まで） 

P.M.） 

チョコ鍋飲み会プラン 

 クレソンサラダ添え
 

バジル香るブールブランソース
マルサラソース 

チョコ鍋を囲んで飲み会（イメージ） 

  

  

  

 

 

  

クレソンサラダ添え 

バジル香るブールブランソース 

 


