
 

      
  

2016年 6月 

24時間営業レストランではスイーツ感覚の「レインボーフルーツスライダー」も登場 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

品川プリンスホテル（所在地：東京都港区高輪 4-10-30、総支配人:橋本哲充）は、ホテル内のレストランにてハワイに 

ちなんだ料理やスイーツを提供する「ハワイアンフェア」を 7月 1日（金）～8月 31日（水）まで開催いたします。 

「食のエンターテインメント・リゾート」として空間とメニューのスケール感をお楽しみいただくブッフェレストラン「リュクス 

ダイニング ハプナ」では、ハワイのキラウエア火山をイメージしたサラダや、お客さまの目の前で燻製にしたチキンなど

豪快なメニューを提供いたします。 

24 時間営業レストラン「カフェレストラン 24」では、同店の代表メニューの一つ「スライダー」をアレンジし、メイソンジャー

に詰めた 7 種のフルーツをお好みでサンドし、スイーツ感覚でお召しあがりいただく「レインボーフルーツスライダー」を    

ご用意いたしました。また、店内の窯で焼きあげるロコモコ丼をイメージした豪快なピザも提供いたします。 

また「コーヒーラウンジ マウナケア」では、ハワイのレインボーパパイヤを半分使用し、そのままクリームなどとともに  

お召しあがりいただく「パパイヤボート」を提供いたします。そのほか同店では 8 月 1 日（月）～8 月 31 日（水）まで、  

ハワイの風景画を描くことで著名な画家、ヒロ・クメ氏による絵画を店内に展示し、ハワイのリゾート感を演出してフェア

を盛りあげてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      
 

     
 
 
 
 

◎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 広報担当 

TEL: 03-5421-7827 （品川プリンスホテル マーケティング戦略 直通） 

FAX: 03-3449-3348 

品川プリンスホテル 

キラウエア火山をイメージしたサラダや 

ロコモコ丼をイメージしたピザなど 

ハワイにちなんだメニューを提供 

「ハワイアンフェア」を開催 
期間： 2016年 7月 1日（金）～8月 31日（水） 

 

リュクス ダイニング ハプナ ハワイアンフェアメニュー 

（ランチブッフェイメージ） 

カフェレストラン 24 

「レインボーフルーツスライダー」 



 
 
■リュクス ダイニング ハプナ 

ハワイ語で「水の湧き出る場所」を店名の由来とし、「食のエンターテインメント・リゾート」をコンセプトに、和食、洋食、

中華・アジアン、スイーツのジャンルごとに、ランチで約 70 種、ディナーで約 90 種のメニューを提供するブッフェレスト

ラン「リュクス ダイニング ハプナ」では、ランチ、ディナータイムにハワイにちなんだメニューを提供いたします。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
【レストラン】  リュクス ダイニング ハプナ （メインタワー1F） 
【期   間】  2016年 7月 1日（金）～8月 31日（水）   

【営業時間】  ランチ  11:00A.M.～3:00P.M.   ディナー 5:30P.M.～10:00PM.  

※土・日・祝と 8月 6日（土）～21日（日）は、ランチ・ディナーともに 4部制 

  （ランチは 11:00A.M. 11:30A.M. 1:00P.M. 1:30P.M. からの各 90分、 

ディナーは 5:00P.M. 5:30P.M. 7:30P.M. 8:00P.M.からの各 120分 ） 

【料   金】  7月 ラ ン チ おとな\3,800、こども（小学生）\2,800、幼児（3才～未就学）\1,800 
【料   金】      ディナー おとな\6,000、こども（小学生）\3,800、幼児（3才～未就学）\2,000 
【料   金】  8月 ラ ン チ  おとな\4,300、こども（小学生）\3,300、幼児（3才～未就学）\2,800 
【料   金】      ディナー おとな\6,800、こども（小学生）\4,600、幼児（3才～未就学）\2,800 
          ※7月 5日、19日、8月 2日、30日は、ドリンク飲み放題とタイムサービスメニューを提供する「ハプナデー」  

7月 5日、19日・・・・・ディナーおとな\6,500、こども（小学生）\3,800、幼児（3才～未就学）\2,000 

8月 2日、30日・・・・・ディナーおとな\7,000、こども（小学生）\4,600、幼児（3才～未就学）\2,800 

品川プリンスホテル ハワイアンフェア 営業概要 

ランチメニュー 一例 

キラウエアポテトサラダ 

ミニアスパラやチェリートマト、スターフルーツなどの野菜やフルーツを 

火山に見立てたポテトサラダに彩りよく盛り付けたサラダ。 

カルアピッグ 

豚肉とキャベツをバナナの葉で包んで蒸し、サルサソースとともにお召しあがり 

いただくハワイ定番メニュー。 

アサイーボウル、パンケーキ 

グアバソースやホイップ、アサイーピューレやバナナなど 

お好みでアサイーボウルとパンケーキにアレンジいただきます。 

 

ディナーメニュー 一例 

自家製スモークチキン アサイーとベリーとともに 

透明のガラス製スモークマシンを使用し、お客さまの目の前でチキンを燻製にし、 

燻煙や香りとともにできたてをお楽しみいただきます。 

グリルチキン ケイジャン風味 

サテライトキッチンでお客さまの目の前で回しながら焼き上げるチキンは、 

チリやパプリカなどのケイジャンソースでお召しあがりいただきます。 

レインボーパパイヤソフトクリーム 

一般的なパパイヤよりも甘味があり、ハワイではポピュラーなレインボーパパイヤ 

とお好みでソフトクリームを盛り合わせてパフェのようにお召しあがりいただきます。 

 

日にちや時間限定で楽しめるスイーツ 

◆Big フルーツタルト （毎日ディナータイムのタイムサービス） 

レインボーパパイヤやパイナップルなど 7種類のフルーツをふんだんに盛り付けた直径約 50センチ 

のタルトをディナータイムにタイムサービスで提供いたします。 

◆レインボーかき氷  （土日祝の 4 部制営業日限定、ランチ・ディナーのタイムサービス） 

かき氷にお好みで 4色のシロップをかけてお楽しみいただきます。 

 

Bigフルーツタルト 

リュクス ダイニング ハプナ 

約 1,200㎡、約 400席の空間に、和食、洋食、中華・アジアン、スイーツの 
のジャンルごとに、ランチで約 70種、ディナーで約 90種のメニューを提供。 
リゾートをイメージした店内には料理ジャンルごとにブッフェボードが配置され、シェフ 
が目の前で調理しできたてを楽しめるサテライトキッチンなど、ライブ感をお楽しみ 
いただいております。なかでもじっくり焼きあげたローストビーフや、殻ごと豪快に 
盛って提供するゆで蟹、ケーキショップのようなショーケースで提供するスイーツは 
人気の定番メニューです。 

自家製スモークチキン 
アサイーとベリーとともに 

（イメージ） 



■カフェレストラン 24 
今年 4月にリニューアルオープンしたカフェレストラン 24の目玉メニューの 1つであり、ハンバーガーよりも少し 

小さめの直径約 7㎝のバンズに、お好みで具材を挟んでお召しあがりいただくスライダーをハワイアンフェアにあわせて 

アレンジし、期間限定で提供いたします。 

24 定番のスライダーをスイーツとしてアレンジ 

◆レインボーフルーツスライダー   \2,400 

  甘味が濃厚なレインボーパパイヤ、マンゴー、キウイ、ドラゴンフルーツ 

  などのトロピカルフルーツを、たっぷりのクリームとともにメイソンジャーで 

  ご用意。豆乳ロールのバンズにサンドしても、またフルーツをそのままでも 

  お好みのスタイルでお召しあがりいただくスイーツ感覚の新スライダーです。 

  添えてあるフレーズソースやマンゴーソースとともにお楽しみいただきます。      

ロコモコ丼がピザに進化した新メニュー 

◆ピッツァ de ロコモコ  \1,500 

  ハンバーグに、アボカド、トマト、パプリカなどの野菜をバターライスとともに 

ピザの上に豪快にトッピングし、店内にあるピザ窯で焼きあげるピザ。ポリネシアン 

ソースとパッションフルーツの風味が特徴のダイナミックな一品です。 

【レストラン】  カフェレストラン 24 （イーストタワー1F） 
【期   間】  2016年 7月 1日（金）～8月 31日（水）   

【提供時間】  ランチ 11:00A.M.～5:00P.M.  ディナー 5:00P.M.～10:00PM.  深夜 10:00P.M.～5:00A.M. 
【提供時間】  ※「レインボーフルーツスライダー」はランチタイムのみ、「ピッツァ de ロコモコ」はランチタイムと 
            ディナータイム、深夜に提供いたします。 

 

 
 
 
 
 
■コーヒーラウンジ マウナケア 

ハワイのリゾートをイメージして昨年 7月にリニューアルしたコーヒーラウンジ マウナケアでは、ハワイのレインボー 

パパイヤを中心に、トロピカルなスイーツをご用意いたします。また、8月にはハワイの風景を描くことで著名な画家、 

ヒロ・クメ氏による絵画を店内に展示し、ハワイフェアを盛りあげます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【レストラン】  コーヒーラウンジ マウナケア （メインタワー2F） 
【期   間】  2016年 7月 1日（金）～8月 31日（水）   

【営業時間】  9:00A.M.～9:00P.M. （店内ラストオーダー 8:30P.M.） 
 
※記載料金には、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。（ブッフェ、テイクアウト商品は除く） 
※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 TEL: 03-5421-1114 （受付時間 9:30A.M.～8:00P.M.） 

カフェレストラン 24 
国内外の玄関口として発展する品川を訪れるお客さまのさまざまなニーズに対応するため 
2016年 4月にリニューアルオープンした 24時間営業レストラン。 
深夜にバーとしても利用できる落ち着いた空間デザインで、おひとりさまでも 
ご利用しやすいカウンター席を新設。 
また羽田空港のハブ化にあわせて、深夜の提供メニューを充実させたほか、朝食メニューを 
従来より 1時間早い 5:00A.M.から提供するなど、訪日外国人利用者への対応も強化しました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

◆レインボーパパイヤボート ¥1,200 

甘味が通常のパパイヤよりも濃厚な 

ハワイのレインボーパパイヤを半分に 

カットし、贅沢にそのままお召しあがり 

いただきます。フルーツやナッツを 

添えて豪快にご堪能いただきます。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

◆レインボーパパイヤタルト ¥2,500 

レインボーパパイヤ 1個分をかわいら

しいお花のように盛り付けた、直径約

12cmのタルトです。 

※テイクアウトにて販売いたします。 

（10:00A.M.より） 

 
 

 

 

 

 

 

 

ヒロ・クメ展 8/1～8//31 

ハワイの風景画を中心に、店内に 10点

展示。 

コーヒーラウンジ マウナケアをご利用

のお客さまは無料でリゾート感あふれ

る絵画をお楽しみいただけます。 

 

グランドプリンスホテル新高輪、ザ・プリンス パークタワー東京でも、同期間中にハワイにちなんだメニューを販売いたします。 


