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◎本件に関する報道各位からのお問合せは

ザ・プリンス パークタワー東京

TEL: 03-5400

 パークタワー東京

楽しみいただけるアイテム

2017 年 1 月

会社やプライベートの仲間との交流を深める忘年会・新年会をより一層盛り上げて

いただくため、参加者が一緒に

選択できる特典として、乾杯を盛り上げるアイテムに

感を意識して一部のブッフェ

、窓外に東京タワーと都内の夜景が広がる「スカイバンケット」（

一年の節目のパーティーを思い出深く彩る内容でご用意いたします。

ザ・プリンス パークタワー東京

Winter PARTY 

選べる特典に 

・乾杯を盛り上げる

ゲームの賞品としてもご利用いただける「ホテル招待券」

二次会としてご利用いただけるカラオケ二次会プラン

■「スモーク」などライブ感あふれる

東京タワーの眺望が楽しめる「スカイバンケット」限定プラン東京タワーの眺望が楽しめる「スカイバンケット」限定プラン東京タワーの眺望が楽しめる「スカイバンケット」限定プラン東京タワーの眺望が楽しめる「スカイバンケット」限定プラン

■季節にあわせた特別メニューの

樽酒樽酒樽酒樽酒

参加者が参加者が参加者が参加者が
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◎本件に関する報道各位からのお問合せは

パークタワー東京

5400-1180（直通）

年末年始に仲間と共有できる体験を提供

パークタワー東京（所在地：東京都港区

楽しみいただけるアイテムを取りそろえ
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一年の節目のパーティーを思い出深く彩る内容でご用意いたします。

パークタワー東京

Winter PARTY PLAN 2016

鏡開き用樽酒サービス鏡開き用樽酒サービス鏡開き用樽酒サービス鏡開き用樽酒サービス

ゲームの賞品としてもご利用いただける「ホテル招待券」

としてご利用いただけるカラオケ二次会プラン

ライブ感あふれる
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日（火）の期間中に販売いたします。
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盛りこんだほか、料理メニューではライブ
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を充実させてを充実させてを充実させてを充実させて    

    
日（火）日（火）日（火）日（火）    

2016 年 11 月 

 

参加者が一緒にお

2016 年 12 月

楽しい体験を共有して

盛りこんだほか、料理メニューではライブ

ました。 

）を会場とする限定プランを新たに販売

 

 

お

月  

楽しい体験を共有して   

盛りこんだほか、料理メニューではライブ

新たに販売 



 

 

多くの人と気軽に交流できる立食ブッフェスタイル、ゆったりと着席してのフォーマルなコーススタイルを、全 6 種

の料金プランでご用意いたしました。お選びいただけるウィンター特典以外にも、追加料金でのオプションプラン

など、ご予算に応じてお好みのスタイルでパーティーを開催いただけるメニューを取りそろえました。 

＜プランご案内＞＜プランご案内＞＜プランご案内＞＜プランご案内＞            

【ご利用期間】 2016 年 12 月 1 日（木）～2017 年 1 月 31 日（火） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お選びいただけるウィンター特典お選びいただけるウィンター特典お選びいただけるウィンター特典お選びいただけるウィンター特典    

  パーティーをより一層お楽しみいただける 5 種の特典をご用意いたしました。 

  ゲームや二次会の実施など、パーティーの内容にあわせてお好みでお選びいただけます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

お料理の特典お料理の特典お料理の特典お料理の特典    

 パーティーを彩るお料理を季節に合わせて特別メニューをお選びいただけます。 
  ※\12,500 以上のブッフェプラン限定 
  

  

 

 

 
※上記料金は 1 名さまあたりの料金です。料金にはサービス料・消費税が含まれております。 

※仕入れ状況により、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つけください。 

※ご利用会場、ご予約時期により、別途追加料金をいただく場合がございます。 

      

【お客さまからのお問合せ・ご予約】ザ・プリンス パークタワー東京 宴会予約係 

                      TEL：03-5400-1111 （代表） 受付時間 9:30A.M.～7:00P.M. 

忘年会・新年会プラン 「Winter PARTY PLAN 2016」  

5 つのウィンター特典 内容 

1. 鏡開き用 樽酒サービス（一斗樽）※\13,000 以上のコース限定 

2. 「ホテルご招待券」（1 組 2 名さま）宿泊券またはランチ券 

3. 「プリンスホテルズ＆リゾーツ スキー場 ペアリフト券」（1 組 2 名） 

4. パーティールーム 二次会プラン  
  1 名さま\4,200 5 名さまにつき、1 名さま無料 

5. 卓上飾花サービス 

忘年会・新年会の 
ゲームなどの景品として
のご利⽤もおすすめ 

パーティーの乾杯を 
盛りあげるアイテム！ 

ホテル内のカラオケ施設
で⼆次会利⽤に便利 

12 月（クリスマスメニュー） 

◆洋食 〜フィンランドからの贈りもの〜 

 ・ロヒケイット（サーモン、洋葱、ポテトのシチュー） 

 ・カルヤランパイスティ（牛肉、豚肉、羊肉の煮込み） 

◆デザート 

 ・クリスマススイーツ from New York （カップケーキ各種） 

  

1 月（新春メニュー） 

 

◆寿司 初春の彩りちらし 

◆和食 開運干支鶏そば 

  

スカイバンケット限定プラン 
\ 13,000 
 
東京タワーの眺望が広がる 
33F のスカイバンケットで 
実施できるプラン。 
 
ブッフェのメニューでは、 
香りたつ煙とともにスモーク 
をお楽しみいただけます。 
  

お食事形式 ⽴⾷ブッフェスタイル 着席コーススタイル

※\13,000はスカイバンケット限定

会場

人数

ご利⽤時間

30〜100名さま

2時間

オプション

追加料⾦1名さま\600で下記よりいずれか1つご追加いただけます

1 ドリンクメニュー1種類追加

2 ご宴席前の30分間ウェルカムドリンクサービス

3 ご宴席時間の30分延⻑

各料⾦プランによりお料理内容が異なります

内容

お料理・フリードリンク（2時間）、乾杯⽤スパークリングワイン付き、

会場料、⾳響照明（基本照明+有線マイク2本）、サービス料、消費税

※スカイバンケット限定プランはワイヤレスマイク1本付き

※5つから選べるウィンター特典

料⾦

（1名さま）

小宴会場・中宴会場・スカイバンケット

\13,000、\15,000

\10,000、\12,500、

\13,000、\15,000


