
((((※※※※1)1)1)1)    たかなわたかなわたかなわたかなわ    しながわしながわしながわしながわ    こどもクラブこどもクラブこどもクラブこどもクラブ    

西武グループで実施しているこども応援プロジェクトの一環として、2011 年より高輪･品川エリアの 4 つのプリンスホテル

（ザ･プリンス さくらタワー東京、グランドプリンスホテル高輪、グランドプリンスホテル新高輪、品川プリンスホテル）で、

小学生のお子さまを対象に展開している体験プログラムです。今年は品川プリンスホテルを中心にホテルの施設やスタ

ッフの技術を、次世代を担うお子さまに伝え、新たな興味や感動を引き出すお手伝いをしております。 

 

 

 

2016 年 7 月 

お仕事体験を通して親子の思い出を作る夏休みの特別プログラムを実施 

    

    

    

    

 

 

 

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）では、“体験”を通じて育む「たかなわ 

しながわ こどもクラブ」（※1）の一環として夏休みに家族のコミュニケーションを図るお子さま向け体験プログラムを 

開催いたします。 

お子さまの好奇心を引き出すため、『ウエディング』『スポーツ』『生きものとの触れ合い』など、品川プリンスホテルなら

ではの施設やスタッフの知識・技術を生かし、さまざまなジャンルのプログラムをご用意しております。お子さま向け体

験プログラムは、学校教育では経験できない“体験”を通して、感動の思い出作りをお手伝いし、お子さまの健やかな 

成長を応援します。当プログラムは、ご家族のコミュニケーションを創出することも目的の一つとしており、全ての 

プログラムにおいて、保護者の方も一緒にお楽しみいただける内容となっております。 

品川駅から徒歩 5 分圏内にある高輪・品川エリアのプリンスホテルでは、お子さま参加型のプログラムを展開すること

で、夏休みの旅行先として同エリアをご提案し、三世代需要を取りこんでまいります。 

●ウエディング●ウエディング●ウエディング●ウエディング     ブーケ作りや模擬挙式・披露宴で憧れを体験 

●●●●テニステニステニステニス テニスを通して親子で体を動かすプログラム 

●ボウリング ホテルのプロボウラーがレクチャーする親子で楽しむボウリング体験 

●●●●水族館水族館水族館水族館 アクアパーク品川で飼育体験、ホテルに宿泊 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

品川プリンスホテル品川プリンスホテル品川プリンスホテル品川プリンスホテル    

～夏休みの自由研究はホテルでチャレンジ～ 

体験を通じて育む体験を通じて育む体験を通じて育む体験を通じて育む    

「「「「お子さま向けお子さま向けお子さま向けお子さま向け体験プログラム」を実施体験プログラム」を実施体験プログラム」を実施体験プログラム」を実施    

◎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: 03-3447-1133（直通） FAX: 03-3473-1115 



●ウエディング●ウエディング●ウエディング●ウエディング    

「キッズウエディングプログラム」 

自分で作ったブーケを持ってバージンロードを歩き、花嫁体験。ウエディングプランナーをはじめ、 

パティシエ・お花屋さん・ドレスショップなど結婚式に関わるさまざまなお仕事を学びながら女の子の憧れを

体験していただけます。結婚式とは大切な人への感謝の気持ちを伝える日であることを感じてもらえるプログ

ラムです。 

 

【日   時】  2016 年 8 月 22 日（月） 12：30P.M.～3：00P.M. 

【受付会場】  品川プリンスホテル ルビー34（メインタワー34Ｆ） 

【対象/定員】  小学校 1～6 年生／10 組 20 名さま 

【料   金】  1 組 2 名さま（こども＋保護者）￥8,500 

 

～内容・スケジュール～ 

12:00NOON 受付開始 

12:30P.M.   ブライダルプランナーのお仕事紹介  

プチブーケづくり 

ウエディングドレスの見学・ベール着用 

 2:00P.M.  模擬挙式見学（ホワイトチャペルにて）・バージンロード体験 

披露宴会場見学・入場シーン体験・映像演出体験 

  宴会サービスのお仕事紹介 

パティシエによるケーキ説明と試食 

 3:00P.M.   終了 

 

 

 

【ご予約・お問合せ】 品川プリンスホテル 宴会予約係 TEL:03-5421-7868(10:00A.M.～6:00P.M.) 

 

 

 

●テニス 

「親子でテニスレッスン」 

ホテル所属のコーチからテニスの基礎についてレクチャーを受けた後、ラリーにも挑戦していただきます。

親子で体を動かしながらコミュニケーションを図っていただくプログラムです。 

 

【日   時】  2016 年 8 月 1 日（月） 10：30A.M.～1：00P.M. 

【受付会場】  品川プリンスホテル 高輪テニスセンター 

【対象/定員】  5 才～小学校 3 年生／8 組 16 名さま 

【料   金】  1 組 2 名さま（こども＋保護者）\3,400 ※追加 1 名さま \1,800 

 ※料金には、カレーショップ シエールでの食事代が含まれております。 

 

～内容・スケジュール～ 

10:10A.M. 受付開始 

10:30A.M.  レッスン開始 

       リズム体操／ウォーミングアップ／球だし 

 親子でラリー 

 親子チーム vs コーチで的あて競争 

11:45A.M.   テニスレッスン終了 

12:00NOON   カレーショップ シエールでランチ 

12:45P.M. 修了式 修了証書の授与 

1:00P.M.    終了 

 

 

【ご予約・お問合せ】 品川プリンスホテル 高輪テニスセンター TEL:03-3441-0020(7:00A.M.～12:00MID.) 



●●●●ボウリングボウリングボウリングボウリング 

「こどもボウリングレッスン」 

世代を超えて親しまれる「ボウリング」を通して家族のふれあいのきっかけを作ります。ホテル所属の   

プロボウラーからレクチャーを受け、実際にボウリング大会としてゲームをお楽しみいただきます。 

 

【日   時】  2016 年 8 月 6 日（土）・21 日（日） 両日 10：15A.M.～12：00NOON 

【受付会場】  品川プリンスホテル ボウリングセンター 

【対象/定員】  小学校 1～6 年生／各回 10 組 20 名さま 

【料   金】  1 組 2 名さま（こども＋保護者）\3,200 ※追加 1 名さま \1,600 

 ※料金には、貸靴料が含まれております。   

 

～内容・スケジュール～ 

10:15A.M.    受付開始(貸靴・ボール選び) 

10:30A.M.    基本をレクチャー、プロのデモンストレーション、  

ワンポイントレッスン・練習   

11:00A.M.    ボウリング大会（2 ゲーム） 

12:00NOON   終了  

 

【ご予約・お問合せ】 品川プリンスホテル ボウリングセンター TEL:03-3440-1116(10:00A.M.～8:00P.M.) 

 

●●●●水族館水族館水族館水族館    

「アクアパーク品川のお仕事体験＆ホテルステイ」 

水族館の裏側や飼育員の仕事を知っていただき、夏休みの宿題に活かしていただくと同時に、生きもの

や海への関心を高めます。また、ホテルステイで夏休みの思い出づくりのお手伝いをいたします。 

    

【日   時】 2016 年 8 月 21 日（日）～22 日（月） 

【受付会場】  品川プリンスホテル アクアパーク品川 

【対象/定員】  小学校 1～6 年生とその保護者／親子 14 組 28 名さま（予定） 

【料   金】  1 室 2 名さまご利用時（こども＋保護者）おとな\13,700 こども\10,600 

 

～内容・スケジュール～ 

＜1 日目＞ 

2:00P.M.  ホテルにチェックイン 

6:00P.M.   アクアパーク品川 エントランスにて受付 

6:30P.M.  ふれあいイベント、記念写真撮影  

8:00P.M. ワンダーチューブ えさやり体験 

8:30P.M.   ドルフィンパフォーマンス ナイト ver.見学 

9:00P.M.   夜のクイズツアー 

10:30P.M. 1 日目終了 ホテルに宿泊 

 

＜2 日目＞ 

8:00A.M. アクアパーク品川集合  

8:15A.M. これはだれだクイズ 

8:30A.M. イルカにタッチ＆イルカトレーナー体験 

10:30A.M. ドルフィンパフォーマンス デイ ver.見学 

10:50A.M. 修了式 修了証書授与 

 

【ご 予 約】 ご予約は下記 WEB ページにて賜っております。 

http://www.princehotels.co.jp/takanawa-area/event/kids-club/program.html#suizokukan 

 

【お問合せ】 品川プリンスホテル 宿泊予約係 TEL:03-3449-9844 

（平日 9:00A.M.～8:00P.M. / 土・休日 9:30A.M.～6:00P.M.)    

 

※各プランの詳細は http://www.princehotels.co.jp/takanawa-area/event/kids-club/ 

※全ての料金には、サービス料・消費税が含まれております。    


