
      

 

 

2016 年 10 月 28 日 

 

プリンスホテル 

 

グランドプリンスホテル高輪グランドプリンスホテル高輪グランドプリンスホテル高輪グランドプリンスホテル高輪    概要概要概要概要    

2016201620162016 年年年年 11111111 月月月月 1111 日（火）日（火）日（火）日（火）    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    

 

株式会社プリンスホテル（本社：東京都豊島区東池袋 3-1-5、代表取締役社長：赤坂茂好）は、グランドプリンス 

ホテル高輪（所在地：東京都港区高輪 3-13-１、総支配人：山本誠）の全客室（392 室）とロビー、レストランなどを

リニューアルし、2016 年 11 月 1 日（火）にオープンいたします。 

 

グランドプリンスホテル高輪は、全 392 の客室のうち洋室 376 室を本館とし、和室 16 室は旅館機能をもたせた 

『高輪 花

はな

香

こ う

路

ろ

』として運営いたします。『高輪 花香路』では、日本庭園でのお出迎えや日本文化体験など自然

と体験を織り交ぜたおもてなしをご提供するほか、お客さまにおくつろぎいただけるよう専用のラウンジや SPA を

新設いたします。 

 

今回オープンする『高輪 花香路』は、都心でのゆったりとした滞在を目的とした利用者層に訴求してまいります。

20,000 ㎡の日本庭園内に立地するため、都心にいながら本格的な旅館風情も味わえ、さらに隣接する他の  

プリンスホテルのレストラン等の施設もご利用いただけるなど、日本の伝統と現代的な使いやすさを両立させた 

施設となります。本館は 12～15F（※13F は設定無し）の 84 室をクラブフロアとし、クラブラウンジも新設いたします。

日本庭園を望む豊かな環境を活かし、ひとつのホテル内に趣の異なる滞在空間を備えることにより、従来以上に

幅広いニーズに対応するホテルとなります。 

 

リニューアル概要リニューアル概要リニューアル概要リニューアル概要    

グランドプリンスホテル高輪グランドプリンスホテル高輪グランドプリンスホテル高輪グランドプリンスホテル高輪    

高輪高輪高輪高輪    花香路花香路花香路花香路    本館本館本館本館    

客室 

（全 392 室） 

16 室（和室） 

376 室（洋室） 

  クラブフロア：12～15F 84 室 ※新設 

          （13F は設定無し） 

  アッパーフロア：10～11F 68 室 

  3～9F 224 室 

宿泊者専用ラウンジ 「ラウンジ 桜彩」 ※新設 「クラブラウンジ 花雅」 ※新設 

レストラン － 

・「ラウンジ 光明」 

・「フランス料理 ル・トリアノン」（一部） 

・「天婦羅 若竹」（一部） 

・「グランカフェ パティオ」（一部） 

その他 

・エントランス ※新設 

・「SPA たゆた」 ※新設 

・ロビー 

・フィットネスルーム ※新設 

・宴会場（一部） 

 

 

 

 

◎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 



 
エンターテインメントゾーンエンターテインメントゾーンエンターテインメントゾーンエンターテインメントゾーン    

 
コンベンションゾーンコンベンションゾーンコンベンションゾーンコンベンションゾーン    

 
    

トラディショナルトラディショナルトラディショナルトラディショナル    

ゾーンゾーンゾーンゾーン    

    

    

ラグジュアリーラグジュアリーラグジュアリーラグジュアリー    

ゾーンゾーンゾーンゾーン    

リニューアルリニューアルリニューアルリニューアルの目的の目的の目的の目的    

高輪・品川エリアの 4 つのプリンスホテルでは、2013 年のザ・プリンス さくらタワー東京の全館改装をはじめ、  

各ホテルの機能を明確にするバリューアップを進めております。今回のリニューアルもその一環であり、グランド 

プリンスホテル高輪が「滞在を愉しむ」ための機能を強化することによって、東京の新たな玄関口として “人が 

集う・交流する・滞在する” 千客万来の街づくりに寄与してまいります。 

    

    

    

    

    

    

    

＜近年実施した、高輪・品川エリアのプリンスホテルのバリューアップ＞ 

月日月日月日月日    ホテルホテルホテルホテル    リニューアル内容リニューアル内容リニューアル内容リニューアル内容    

2013 年 9 月 ザ・プリンス さくらタワー東京 

・全館改装 

・マリオット・インターナショナル 

「オートグラフ コレクション」加盟 

訪日外国人を中心としたエグゼクティブ層の

対応強化。 

2016 年 4 月 品川プリンスホテル 

いちょう坂 

ホテルとエンターテインメント施設を結ぶ 

シンボルロードと位置付け、往来を促す機能

を整備。 

イーストタワー「カフェレストラン 24」 

24 時間営業のレストランを改装し、 

街のグローバル化に対応。 

メインタワー ロビー 

インフォメーションカウンターを新設し、 

案内機能を強化。 

2016 年 4 月 

グランドプリンスホテル新高輪 

柘榴坂側エントランス 

ロビースペースを中心とした導線整備により

宿泊者と宴会場利用者の目的別空間を 

確保。人々が交流しやすい環境を整備し、

MICE 需要にも対応。 

2016 年 6 月 ロビー 

2016 年 9 月 

・「Lounge Momiji」 

・「Chocolate Salon Takanawa」※新設 

2016 年 12 月 ・宴会場連絡通路 ※新設 

2017 年度 品川プリンスホテル アネックスタワー 全客室 全客室の改装。 

ホテルの枠を超えた 

エンターテインメントホテル 

品川プリンスホテル グランドプリンスホテル新高輪 

世界の人々が交流する 

先進的なコンベンションホテル 

ザ・プリンス さくらタワー東京 

国内外のエグゼクティブが集う 

ラグジュアリーホテル 

 

滞在を愉しむためのホテル 

グランドプリンスホテル高輪 



リニューアル概要リニューアル概要リニューアル概要リニューアル概要    

和室 16 室で旅館機能をもたせた『高輪 花

はな

香

こ う

路

ろ

』は、「和のおもてなし」を提供するため、専用のエントランス

やラウンジ、SPA を新設し、また日本庭園を活用したサービスを行い、日本文化の体験もできるようにいたし

ます。376 室の洋室を備える本館は、上層階（12～15F ※13F は設定無し）をクラブフロアとして、クラブラウンジ

と 24 時間オープンのフィットネスルームを新設。レストランもリニューアルいたします。 

デザインはザ・プリンス さくらタワー東京のリニューアルや数々のレストラン・商業施設などを手がけている

A.N.D. クリエイティブディレクター小坂

こ さ か

竜

りゅう

氏。日本庭園を軸に匠の技を組み込んだ伝統的な和を重んじる

空間に生まれ変わります。 

 

 

 

 

1.「高輪 花香路」概要 

(1)名称  

高輪高輪高輪高輪    花花花花

はな

香香香香

こ う

路路路路

ろ

    

日本庭園の四季折々の豊かな「花々」の「香り」を、庭園内の「小路」の散策とともに楽しんで

いただきながらお迎えするという、旅館のおもてなしを表現しております。 

 

ロゴの書は、NHK 大河ドラマ「篤姫」・「江～姫たちの戦国～」の題字をはじめ、多方面に 

わたって活躍する書家 菊池

き く ち

錦子

き ん こ

氏によるものです。 

 

 

 

(2)施設内容 

①エントランス ※新設 

1F ロビースペースに「高輪 花香路」専用のエントランスを新設。ご到着から、旅館の風情とおもてなしの

空間を演出いたします。 

 

 



②客室 

4・5Fに位置する16室の和室は、白木の明るい色彩で静謐な和を表現したデザインといたします。和室に

馴染む高さの低いベッドや湯船と洗い場が分かれた日本式のお風呂を導入し、日本の伝統美と現代的

な機能性を兼ね備えた設えといたしました。日本庭園内で鑑賞いただける四季折々の花・木から、16 室

それぞれに名前を付けました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 ※チェックイン 3:00P.M.／チェックアウト 12:00NOON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

③宿泊者専用「ラウンジ 桜

お う

彩

さ い

」 ※新設 

朝には本格的な御膳を、昼間はお茶や和菓子、夜は日本酒・焼酎などのアルコールと時間帯にあわせた 

メニューを提供する宿泊者専用ラウンジ。和に触れていただく日本文化体験も実施し、旅館ならではの 

くつろぎ空間としてご利用いただけます。 

【場 所】 高輪 花香路 4F 

【営業時間】 7:00A.M.～10:00P.M. 

（朝食 7:00A.M.～10:00A.M.／ティータイム 10:00A.M.～5:00P.M.／ 

カクテルタイム 5:00P.M.～7:00P.M.／ナイトキャップ 7:00P.M.～10:00P.M.） 

【席 数】 14 席 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

客室名客室名客室名客室名    広さ広さ広さ広さ    客室客室客室客室数数数数    定員定員定員定員    

水仙、沈丁花 100.8 ㎡ 2 4 

菫、椿、野牡丹 

山吹、雪柳、百合 

59.9 ㎡～67.2 ㎡ 6 2 

紫陽花、金木犀 

桔梗、梔子 

62.3 ㎡ 4 2 

小手鞠、山茶花 

紅梅、紫苑 

50.1 ㎡ 4 2 

「ラウンジ 桜彩」（イメージ） 

「水仙」「沈丁花」（イメージ） 「小手鞠」「山茶花」「紅梅」「紫苑」（イメージ） 

朝食（イメージ） 



④宿泊者専用「SPA たゆた」 ※新設 

宿泊者専用の SPA。和をテーマにしたメニューをご提供いたします。 

【場 所】 高輪 花香路 5F 

【営業時間】 12:00NOON～9:00P.M. 

【料 金】 ￥17,820～ ※料金には、消費税が含まれております。 

 

⑤「竹

ち く

心

し ん

庵

あん

」 

日本庭園の入口から着物スタッフがお出迎えし、茶室「竹心庵」で 

お茶のお点前でおもてなしをいたします。 

 

   ⑥インルームダイニング 

     日本の食文化であるしゃぶしゃぶ会席もご用意。 ※有料 

 

2.本館 

(1)施設内容 

①エントランス 

エントランスを日本庭園とお客さまを結ぶ空間と捉え、 

これまでフロント横に配置していた正面玄関を中央に変更。 

日本庭園に向かう直線的な導線に整備いたします。 

 

②客室 

全 376 室をリニューアルし、12～15F の 3 フロア 84 室（※13F は設定無し）をクラブフロアとして上質な 

空間に。クラブフロアをご利用のお客さまは 1F の「クラブラウンジ 花雅」のご利用が可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   ※チェックイン 2:00P.M.／チェックアウト 11:00A.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

客室タイプ客室タイプ客室タイプ客室タイプ    広さ広さ広さ広さ    客室客室客室客室数数数数    定員定員定員定員    

スイート 64.20 ㎡～127.79 ㎡ 9 2 

ツイン 

（トリプル含む） 

24.40 ㎡～47.44 ㎡ 132 2～3 

キング 24.40 ㎡～40.59 ㎡ 174 2 

ダブル 21.10 ㎡ 61 2 

「SPA たゆた」（イメージ） 

クラブデラックスツイン（イメージ） 
グランドスイート（イメージ） 

竹心庵でのお点前（イメージ） 

エントランス（イメージ） 



③クラブフロア宿泊者専用「クラブラウンジ 花

はな

雅

みやび

」 ※新設 

日本庭園を一望でき、高輪の四季を間近に感じていただける 1F にクラブフロアご利用のお客さま専用の

ラウンジを新設。チェックイン・チェックアウトのほか、ブッフェスタイルの朝食から夜まで時間帯にあわせた

ドリンク・フードを提供し、専用のミーティングルームも備えました。 

【場 所】 本館 1F 

【営業時間】 7:00A.M.～9:00P.M. 

（朝食 7:00A.M.～10:00A.M.／ティータイム 10:00A.M.～ 

5:00P.M.／カクテルタイム 5:00P.M.～7:00P.M.／ 

ナイトキャップ 7:00P.M.～9:00P.M.） 

【席 数】 50 席（ダイニングエリア 34 席、バーエリア 16 席） 

 

④宿泊者専用「フィットネスルーム」 ※新設 

訪日外国人旅行者をはじめとした長期滞在のお客さまを想定し、フィットネスルームを新設。 

24 時間ご利用が可能で、早朝や深夜にご到着のお客さまの体調管理にもご活用いただけます。 

【場 所】 本館 2F 

【営業時間】 24 時間 ※係員は常駐しておりません。 

 

⑤「ラウンジ 光明

こうみょう

」 

日本庭園を眺め、ランチやディナーまで楽しめるラウンジとして 

リニューアルいたします。 

【場 所】 本館 1F 

【営業時間】 平日：10:00A.M.～10:00P.M.（L.O. 9:30P.M.） 

土・休日：9:00A.M.～10:00P.M.（L.O. 9:30P.M.） 

【席 数】 76 席（テーブル席 70 席、カウンター6 席） 

 

⑥「フランス料理 ル・トリアノン」 

お食事前のウエイティングスペースとして新たに前室を設けました。 

カウンターでは庭園を眺めながら食前酒をお楽しみいただけます。 

【場 所】 本館 1F 

【営業時間】 ランチ 11:30A.M.～3:00P.M.（L.O. 2:30P.M.） 

ディナー 5:30P.M.～10:00P.M.（L.O. 9:00P.M.） 

【席 数】 72 席（個室 2 室含む） 

    

デザインデザインデザインデザイン    

ザ・プリンス さくらタワー東京や数々のレストラン・商業施設などを手がけている A.N.D.クリエイティブディレクター

小坂

こ さ か

竜

りゅう

氏がデザイン。庭園を軸に匠の技を組み込んだ伝統的な和を重んじる空間に生まれ変わります。 

 

グランドプリンスホテル高輪グランドプリンスホテル高輪グランドプリンスホテル高輪グランドプリンスホテル高輪    概要概要概要概要    

【開 業 日】 1953 年 11 月 18 日 

【客 室 数】 392 室（本館：376 室／高輪 花香路：16 室） 

【レ ス ト ラ ン 数】 6 ヵ所 

【宴会場数】 21 室（貴賓館含む） 

【その他施設】 宿泊者専用施設（ラウンジ、フィットネスルーム、SPA）他 

【T E L】 (03) 3447-1111 

「クラブラウンジ 花雅」（イメージ） 

「フランス料理 ル・トリアノン」前室（イメージ） 

「ラウンジ 光明」（イメージ） 

グランドプリンスホテル高輪 


