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サンシャインシティプリンスホテル 

リニューアルを機に店舗名も変更、ホテルの新たなランドマークへ 

カフェ＆ダイニングカフェ＆ダイニングカフェ＆ダイニングカフェ＆ダイニング    Chef’sChef’sChef’sChef’s
シ ェ フ ズ

    PalettePalettePalettePalette
パ レ ッ ト

    （旧ロビーラウンジ） 

2016201620162016 年年年年 7777 月月月月 15151515 日（金）リニューアルオープン日（金）リニューアルオープン日（金）リニューアルオープン日（金）リニューアルオープン    

サンシャインシティプリンスホテル（所在地:東京都豊島区東池袋 3-1-5、総支配人:奥村 剛）では、第 2 期改装の一環 

として着工しておりました、ロビーラウンジ（ホテル 1F）が 2016 年 7 月 15 日（金）店舗名も新たに、「「「「カフェカフェカフェカフェ＆ダイニング＆ダイニング＆ダイニング＆ダイニング    

Chef’sChef’sChef’sChef’s    PalettePalettePalettePalette」」」」として、リニューアルオープンいたします。 

 
◎本件に関する報道各位からのお問合せ 
サンシャインシティプリンスホテル 事業戦略 
TEL：03－5954－2250 FAX：03－3988－1110  
 

2016 年 7 月 15 日（金）のリニューアルオープンに伴い 9 月 9 日（金）まで、ダイニングエリアにて「「「「カカカカフェ＆ダイニングフェ＆ダイニングフェ＆ダイニングフェ＆ダイニング    Chef’sChef’sChef’sChef’s        

PalettePalettePalettePalette    リニューアルオープン記念リニューアルオープン記念リニューアルオープン記念リニューアルオープン記念スイーツスイーツスイーツスイーツフェアフェアフェアフェア」」」」を開催いたします。 

5 月まで開催し、大好評だった「いちごスイーツフェア」、現在開催中の「メロンスイーツフェア」に続き、北海道の素材を使った 

スイーツを中心としたフェアを、ぜひお楽しみください。 

ご予約はご予約はご予約はご予約は 7777 月月月月 4444 日（月）より、日（月）より、日（月）より、日（月）より、ホテルホームページにて受付を開始いたします。 

新店舗・「カフェ＆ダイニング Chef’s Palette」は、これまでのホテルラウンジとしての営業からティータイムや商談など、  

落ち着いた雰囲気落ち着いた雰囲気落ち着いた雰囲気落ち着いた雰囲気でご利用いただけるでご利用いただけるでご利用いただけるでご利用いただける『『『『カフェエリアカフェエリアカフェエリアカフェエリア』』』』とブッフェカウンターを常設化し、パフォーマンスコーナーを併設 

した賑わいの賑わいの賑わいの賑わいの『『『『ダイニングエリアダイニングエリアダイニングエリアダイニングエリア』』』』の 2 つの機能を兼ね備えた新たな店舗に生まれ変わります。 

店内を『カフェエリア』と『ダイニングエリア』の 2 つに分けることで、その時のシーンや多様化するお客さまのニーズに 

合わせたご案内が可能になります。 

リニューアルを機に、スイーツブッフェや軽食・イートインデザートの内容の充実ほか、人気のスイーツブッフェが夕方から 

夜の時間帯でもお楽しみいただける、「スイーツ＆ライトミールブッフェ」として実施することで、新たな 20～30 代半ば女性の 

誘客に力を入れ、さらなる顧客層の拡大を目指します。 

カフェ＆ダイニング Chef’s Palette 入口（イメージ） カフェエリア（イメージ） ダイニングエリア（イメージ） 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

時間帯／エリア時間帯／エリア時間帯／エリア時間帯／エリア    カフェエリア（カフェエリア（カフェエリア（カフェエリア（86868686 席）席）席）席）    ※半個室含む    ダイニングエリア（ダイニングエリア（ダイニングエリア（ダイニングエリア（102102102102 席）席）席）席）    

（（（（朝朝朝朝））））    6：30A.M.～10：00A.M.    パノラマフロアご宿泊者朝食会場 個人ご宿泊者朝食会場 

（（（（昼昼昼昼））））    11：00A.M.～2：00P.M.    ティータイムでのイートインスイーツや 

打ち合わせ、商談などでご利用 

ランチでのご利用 

（（（（昼から昼から昼から昼から夕方夕方夕方夕方））））    2：00P.M.～5:00P.M.    「スイーツブッフェ」が楽しめるエリア 

（（（（夜夜夜夜））））    6:00P.M.～10:00 P.M. 
カフェバーとしてアルコールや軽食・おつま

みを提供するなど、新しい営業形態を展開新しい営業形態を展開新しい営業形態を展開新しい営業形態を展開    

「スイーツ＆ライトミールブッフェ」「スイーツ＆ライトミールブッフェ」「スイーツ＆ライトミールブッフェ」「スイーツ＆ライトミールブッフェ」    

として、新しい営業形態新しい営業形態新しい営業形態新しい営業形態を展開を展開を展開を展開    

【メニュー・料金【メニュー・料金【メニュー・料金【メニュー・料金】】】】 

時間帯時間帯時間帯時間帯／エリア／エリア／エリア／エリア    カフェエリアカフェエリアカフェエリアカフェエリア    ダイニングエリアダイニングエリアダイニングエリアダイニングエリア    

（（（（昼昼昼昼））））11：00A.M.～2：00P.M.    
【ランチメニュー例】 ビーフハンバーガー \1,455／パレットランチ \1,455／ 

            カニのシェリー酒風味のスパゲッティ \1,637 など、約 15 種類 

（（（（昼昼昼昼からからからから夕方夕方夕方夕方））））    2：00P.M.～5:00P.M.    

【ランチ・軽食メニュー例】 

本日のカレーセット（チキン） \1,272 

ビーフステーキツインカレー  \1,819 

など、約 9 種類 

『『『『スイーツブッフェスイーツブッフェスイーツブッフェスイーツブッフェ』』』』    

（平日）   3:00P.M.～5:00P.M. 

（土休日） 12:00NOON～2:00P.M. 

        3:00P.M.～5:00P.M.    【イートインスイーツメニュー例】 

米粉のパンケーキ \1,500 など、全 6 種類 

（（（（夜夜夜夜））））    5:00P.M.～10:00 P.M. 

アルコール各種 \776～ 

トリュフ風味ポップコーン \880 

スモークサーモンのコールドピザ \1,540 

など、約 11 種類 

『『『『スイーツ＆ライトミールブッフェスイーツ＆ライトミールブッフェスイーツ＆ライトミールブッフェスイーツ＆ライトミールブッフェ』』』』    

（全日）  6:00P.M.～9:00P.M. 

※「スイーツブッフェ」・「スイーツ＆ライトミールブッフェ」以外のメニューについては別途、サービス料がかかります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

        「「「「カフェ＆ダイニングカフェ＆ダイニングカフェ＆ダイニングカフェ＆ダイニング    Chef’sChef’sChef’sChef’s    PalettePalettePalettePalette    」」」」    2016201620162016 年年年年 7777 月月月月 15151515 日（金）全面リニューアルオープン日（金）全面リニューアルオープン日（金）全面リニューアルオープン日（金）全面リニューアルオープン            

ホテル名でもある、サンシャインのサン（SUN・太陽）をイメージしたデザイン照明とキラキラ輝く素材を随所に散りばめた 

空間で池袋の街の「賑やかさ」、温もりある木目調を取り入れた店内装飾で、ホテルらしい「落ち着き」を表現することで、 

幅広い層のお客さまが集まる、ホテルの新たなランドマークとしてご利用いただける店舗に生まれ変わります。 

朝は、宿泊のお客さまの利用属性に合わせた利用区分を明確化、昼・夜は池袋という立地の特性に合わせたフレキシ 

ブルな営業を行うことで、多様化するお客さまのニーズへの対応と満足度の向上を図ります。 

【 新 店 舗 名【 新 店 舗 名【 新 店 舗 名【 新 店 舗 名 】】】】    カフェ＆ダイニング Chef’s Palette （日本語表記 カフェ＆ダイニング シェフズパレット） 

【営【営【営【営    業業業業    時時時時    間間間間】】】】    6：30A.M.～10：00 P.M. （ラストオーダー 9：30P.M.） 

【エリア【エリア【エリア【エリア別別別別営業の営業の営業の営業のご案内ご案内ご案内ご案内】】】】    

ブッフェカウンター（イメージ） イートインデザート 米粉のパンケーキ （イメージ） ランチメニュー 1 日 30 食限定 パレットランチ 

（イメージ） 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

営業時間営業時間営業時間営業時間    

『スイーツ『スイーツ『スイーツ『スイーツブッフェブッフェブッフェブッフェ』』』』    

（平日）      3：00P.M.～5：00P.M. 

（土休日）    12：00NOON～2：00P.M. 

3：00P.M.～5：00P.M. 

『スイーツ＆ライトミールブッフェ』『スイーツ＆ライトミールブッフェ』『スイーツ＆ライトミールブッフェ』『スイーツ＆ライトミールブッフェ』    

（全日） 6：00P.M.～9：00P.M.  

料料料料        金金金金    

大人 ￥2,500  

こども（小学 3～6 年生） \1,400 

（小学 1・2 年生）  \800 

大人 ￥3,200 

こども（小学 3～6 年生） \1,500 

（小学 1・2 年生）  \900 

メニューメニューメニューメニュー    

内容内容内容内容    

【デザート内容】 

赤肉メロンムース／北海道ハスカップロールケーキ／北海道粒あん入り抹茶のプチケーキ／ 

十勝カマンベールのチーズケーキ／北海道バターレーズンサンド／十勝コーンマフィンなど、全 10 種類 

他、期間限定のスイーツ 10 種類、アイスクックを使った冷製スイーツなど、パフォーマスの実演 

【フード内容】 

パスタ（デモンストレーション）／カレーライス／ 

ピラフ／フライドポテト／チキンナゲット／ 

サンドウィッチ／スープ 

【フード内容】 

ミニハンバーガー／ミニオードブル飾り台盛り／ 

個々盛りオーダー制パスタ／カレーライス／ピラフ／ 

フライドポテト／チキンナゲット／サンドウィッチ／ 

スープ 

※リリース内で使用しているパースは、すべてイメージとなります。 

≪ご予約・お問い合わせ≫≪ご予約・お問い合わせ≫≪ご予約・お問い合わせ≫≪ご予約・お問い合わせ≫    

サンシャインシティプリンスホテル カフェ＆ダイニング Chef’s Palette 

TEL：03‐5954‐2254 （7 月 15 日より） 

http://www.princehotels.co.jp/sunshine/restaurant/palette/ 

        「「「「カフェ＆ダイニングカフェ＆ダイニングカフェ＆ダイニングカフェ＆ダイニング    Chef’sChef’sChef’sChef’s    PalettePalettePalettePalette」」」」    リニューアルオープンリニューアルオープンリニューアルオープンリニューアルオープン記念スイーツフェア記念スイーツフェア記念スイーツフェア記念スイーツフェア            

2016 年 7 月 15 日（金）～9 月 9 日（金）まで「リニューアルオープン記念スイーツフェア」を開催いたします。 

パティシエが、北海道の代表的な素材を使ったスイーツ 10 種類と期間限定スイーツ 10 種類をご用意いたします。 

また、新設したブッフェカウンター内のパフォーマンスコーナーでのアイスクックを使った冷たいデザートやクレープシュゼット

などの温かいデザートの実演も行います。フードメニューと合わせて、味・見た目・雰囲気をお楽しみいただける内容となって

おります。 

スイーツブッフェ（イメージ） アイスクックで仕上げた、オリジナルアイスクリーム（イメージ） 

※「スイーツブッフェ」・「スイーツ＆ライトミールブッフェ」の料金に消費税は含まれております、サービス料はかかりません。 

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

※仕入れの状況により食材・メニューに変更がある場合がございます。 


