
イルミネーションイルミネーションイルミネーションイルミネーション    

●高さ約 70m「SHINAGAWA Welcome Tree」（品川） 

●本物のもみの生木のツリーが登場「ICHOZAKA Christmas Garden」（品川） 

●フィンランドのサンタに届ける「願いをかなえるツリー」（新高輪） 

 

イベントイベントイベントイベント    

●庭園に輝く「クリスマス氷彫刻」（高輪エリア 日本庭園） 

●ホテルの宿泊券や食事券が当たる「インスタグラム プレゼントキャンペーン」（品川） 

●イブの夜に特別開放「ホワイトチャペル クリスマスライトアップ」（品川） 

宿泊プラン宿泊プラン宿泊プラン宿泊プラン    

●フィンランドのサンタクロースがお部屋にプレゼントをお届け（新高輪） 

 

 

 

2016 年 11 月 

東京の玄関口・品川の冬のシンボルが今年も登場 

    

    

    

    

 

 

 

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（所在地：   

東京都港区高輪 3-13-1 総支配人：山本誠）と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）の 4 ホテルでは、『Nordic Christmas 2016』をテーマに、クリスマスイベントを展開いたします。 

今年はカレンダーの並びから、三世代ご家族やご友人同士のグループ、カップルなどそれぞれ大切な人とクリス

マスを過ごす需要が増えることが予想されます。そこで、高輪・品川エリアのプリンスホテルでは、北欧のあた

たかなクリスマスの雰囲気をお楽しみいただけるよう、それぞれの世代が楽しめるイベントやプランを各種ご用

意いたしました。 

品川プリンスホテルでは、12 月 1 日（木）に屋外スペース「いちょう坂」にて、アクアパーク品川の人気者ペ

ンギンのあおちゃんによる約 6m のクリスマスツリーの点灯を皮切りに、同日ホテル壁面の高さ約 70m のクリス

マスツリー型イルミネーション「SHINAGAWA Welcome Tree」も完成し、街の人々やホテルに訪れたお客さまにク

リスマスの情景をお届けいたします。また、グランドプリンスホテル新高輪では、サンタクロースがお部屋にプ

レゼントをお届けする宿泊プランや、フィンランドのサンタに届ける「願いをかなえるツリー」など、心に残る

クリスマスの大切なひとときを演出いたします。 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

 

※イベントにより、日にち限定。 

 

 

 

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 

 

大切な人と過ごす特別なクリスマスを演大切な人と過ごす特別なクリスマスを演大切な人と過ごす特別なクリスマスを演大切な人と過ごす特別なクリスマスを演出する出する出する出する    

「「「「Nordic ChristmasNordic ChristmasNordic ChristmasNordic Christmas    2016201620162016」」」」    

【期 間】 2016 年 12 月 1 日（木）～12 月 25 日（日） 

◎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 

「SHINAGAWA Welcome Tree」 

※昨年の様子 



毎週金曜日と 12/23（金・祝）～12/25（日）の夕方から「品川キャンドルテラス」 

と題し、キャンドルアーティストによるイベントを実施いたします。 

総勢 10 名のアーティストが日替わりで ICHOZAKA Christmas Garden を約 500 本の 

キャンドルでデコレーション。北欧をイメージした BGM もクリスマスムードを 

盛り上げます。 

    

■■■■高さ約高さ約高さ約高さ約 70707070mmmm「「「「SHINAGAWASHINAGAWASHINAGAWASHINAGAWA    Welcome TreeWelcome TreeWelcome TreeWelcome Tree」」」」（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）    

メインタワーの壁面を使用した高さ約 70ｍ、幅約 60ｍのクリス

マスツリー型のイルミネーションが登場し、品川駅や港南口、品

川の街を訪れる人々へクリスマスの景色をお届けします。ツリー

の頂点となる星の部分はメインタワー最上階 39 階、地上約 130m

になります。 

【場 所】 品川プリンスホテル メインタワー 

【日 時】 2016 年 12 月 1 日（木）～12 月 25 日（日） 

4:30P.M.～11:00P.M. 

【お問合せ】 TEL. 03-3440-1111（代表） 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

■■■■本物のもみの本物のもみの本物のもみの本物のもみの生生生生木の木の木の木のツリーが登場ツリーが登場ツリーが登場ツリーが登場「「「「ICHOZAKAICHOZAKAICHOZAKAICHOZAKA    ChristmasChristmasChristmasChristmas    GardenGardenGardenGarden」」」」（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）    

今年 4 月にリニューアルしたホテル敷地内のシンボルロード「いちょう坂」に、 

クリスマス期間限定で群馬県嬬恋村より届く本物のもみの生木を設置し、12 月 

1 日（木）にアクアパーク品川の人気者ペンギンのあおちゃんによる点灯式を開催

いたします。期間中はイルミネーションとともに楽しんでいただける温かい 

スープやホットカクテルなどのフード・ドリンクも販売いたします。 

【場 所】 品川プリンスホテル 「フードコート品川キッチン テラススペース」 

【日 時】 2016 年 12 月 1 日（木）～12 月 25 日（日） 4:00P.M.～9:30P.M. 

【メ ニ ュ ー】 クリスマスプレート（2 名さま用） ￥2000、 

ホットベイリーズ・ラテ ￥600、アイリッシュ キャラメル・ラテ ￥600 他 

※各料金には、消費税が含まれております。 

【お問合せ】 レストラン総合予約 TEL. 03-5421-1114 （9:30A.M.～8:00P.M.） 

    

    

    

    

    

    

    

    

品川の街を彩るイルミネーション品川の街を彩るイルミネーション品川の街を彩るイルミネーション品川の街を彩るイルミネーション    

昨年のイルミネーションの様子 ※数日前から

徐々に点灯し、12/1 の 4:30P.M.頃完成予定。 

約 6m のもみの生木を使用 
したツリー（イメージ） 

イメージ 

    

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    クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス    インスタグラムインスタグラムインスタグラムインスタグラム    プレゼントキャンペーンプレゼントキャンペーンプレゼントキャンペーンプレゼントキャンペーン    

2016 年 12 月 1日（木）～25日（日） 

 

品川プリンスホテルでのクリスマス体験のインスタグラムへの投稿と、ホテル公式インスタグラムの 

フォローで賞品が当たるキャンペーンを実施いたします。ファミリー賞、カップル賞、ユニーク賞、 

フレンド賞の各賞に選ばれた投稿には、ホテルの宿泊券やお食事券などをプレゼントいたします。 

 公式ハッシュタグ公式ハッシュタグ公式ハッシュタグ公式ハッシュタグ：：：：    ####品プリクリスマス品プリクリスマス品プリクリスマス品プリクリスマス 2016201620162016    

    

【注意事項】 

・ご応募いただきました個人情報は、当社の個人情報保護方針に従い、賞品発送のために必要な範囲でのみ使用させていただきます。 

 ・公序良俗にそぐわない、または応募の意図に沿わない投稿はご遠慮いただきます。 

・当選発表は、インスタグラム ダイレクトメールにて当選者の方のみお知らせいたします。 

 ・当選に関するお問合せには応じかねますので、何卒ご了承ください。 

 ・賞品ご当選の権利はご本人様のものとし、譲渡はできません。 



過去の様子 

レストランレストランレストランレストラン    マルモラーダマルモラーダマルモラーダマルモラーダ    「クリスマスバラエティーブッフェ」「クリスマスバラエティーブッフェ」「クリスマスバラエティーブッフェ」「クリスマスバラエティーブッフェ」（12/19～12/25）    

オマール海老、ローストビーフなど約 60 種類のメニューをブッフェスタイルでお楽しみ 

いただけます。シェフが一皿ごとに熱々をご提供する「フォアグラの鉄板焼き」も登場。 
 

料金： ランチ￥3,400／ディナー￥6,500 ※各料金には、消費税が含まれております。 

 

■■■■フィンランドのサンタに届ける「フィンランドのサンタに届ける「フィンランドのサンタに届ける「フィンランドのサンタに届ける「願願願願いをかなえるツリーいをかなえるツリーいをかなえるツリーいをかなえるツリー」」」」（グランドプリンスホテル新高輪）（グランドプリンスホテル新高輪）（グランドプリンスホテル新高輪）（グランドプリンスホテル新高輪）    

クリスマスメニューを提供するレストランの店頭に、オーナメントに願いごとを書き、飾っていただ

ける参加型のツリーを設置。オーナメントはクリスマス後にフィンランドのサンタクロースのもとへ

届けられます。 

【場 所】 グランドプリンスホテル新高輪 「レストラン マルモラーダ」 

【期 間】 2016 年 12 月 1 日（木）～12 月 25 日（日） 

【お問合せ】 TEL. 03-3442-1111（代表） 

 

 

 

    

    

    

    

■■■■庭園庭園庭園庭園に輝くに輝くに輝くに輝く「「「「クリスマスクリスマスクリスマスクリスマス氷氷氷氷彫刻彫刻彫刻彫刻」」」」（高輪（高輪（高輪（高輪エリアエリアエリアエリア    日本庭園日本庭園日本庭園日本庭園））））    

世界大会でも受賞歴のあるホテルの氷彫刻師の小阪芳史が、北欧の 

クリスマスをイメージした氷彫刻を制作し展示いたします。庭園には 

キャンドルを配し、氷彫刻とともに幻想的な空間を演出いたします。 

【場 所】 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 日本庭園 

【日 時】 2016 年 12 月 23 日（金・祝）・24 日（土）4:30P.M.～ 

【お問合せ】 TEL. 03-3447-1111（代表） 

 

■■■■イブの夜にイブの夜にイブの夜にイブの夜に特別開放「ホワイトチャペル特別開放「ホワイトチャペル特別開放「ホワイトチャペル特別開放「ホワイトチャペル    クリスマスライトアップクリスマスライトアップクリスマスライトアップクリスマスライトアップ」」」」（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）    

屋外独立型チャペルとして人気の「ホワイトチャペル」をクリスマス仕様にデコレーションし、24日

のイブの夜限定で特別開放。ゆったりおくつろぎいただけるようソファースペースを設け、チョコ 

レートリキュールを使用したホットカクテルやストロベリー風味のホットミルクなど温かいお飲み

物も無料でご提供いたします。 

【場 所】 品川プリンスホテル 「ホワイトチャペル」（メインタワー 4F） 

【日 時】 2016 年 12 月 24 日（土）4:00P.M.～6:00P.M. 

【お問合せ】 TEL. 03-3440-1111（代表） 

  

 

■■■■フィンランドのサンタがやってくるフィンランドのサンタがやってくるフィンランドのサンタがやってくるフィンランドのサンタがやってくる！！！！サプライズサプライズサプライズサプライズ宿泊宿泊宿泊宿泊プランプランプランプラン（グランドプリンスホテル新高輪）（グランドプリンスホテル新高輪）（グランドプリンスホテル新高輪）（グランドプリンスホテル新高輪）    

本場フィンランドのサンタクロースがお部屋にプレゼントをお届けする、室数限定プランです。 

【プラン名】 クリスマスホリデイ with サンタクロース 

【ホ テ ル】 グランドプリンスホテル新高輪 

【期 間】 2016 年 12 月 17 日（土）限定 ＜10 組限定＞ 

【料 金】 1 室 2 名さま利用（1 名さま）￥18,944～、 

1 室 3 名さま利用（1 名さま）￥15,198～ 

        ※料金には、室料、朝食、クリスマスプレゼント、消費税・サービス料が 

含まれております。（宿泊税別） 

          ※お客さまご自身でご用意されたプレゼントをお預かりし、サンタクロースがお部屋にお届けすることも可能です。 

【お問合せ】 宿泊予約係 TEL. 03-3442-1111  

 

※上記内容は、リリース時点の情報です。実施内容の一部が変更になる場合がございますのでご了承ください。 

※写真はイメージです。 

クリスマス宿泊プランクリスマス宿泊プランクリスマス宿泊プランクリスマス宿泊プラン    

無料で楽しめるクリスマス無料で楽しめるクリスマス無料で楽しめるクリスマス無料で楽しめるクリスマスイベントイベントイベントイベント    

昨年の様子 


