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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

http://www.princehotels.co.jp/parktower/
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上記イルミネーションのほか、ニューヨークの
ニューヨークで話題のチョコレート入り

◆◆◆◆「「「「バブカバブカバブカバブカ」」」」    販売概要販売概要販売概要販売概要
【販売場所】 ブーランジュリートーキョー（

【料   金】 1 個

【販売期間】 2016

【お客さまからのお問合せ】

 

（※2）マーキーライト・・・電光掲示板をモチーフとした照明

ザ・プリンス パークタワー東京
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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）

http://www.princehotels.co.jp/parktower/
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上記イルミネーションのほか、ニューヨークの
ニューヨークで話題のチョコレート入り
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ブーランジュリートーキョー（

個 \700 ※料金には消費税が含まれております。
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）マーキーライト・・・電光掲示板をモチーフとした照明

TOKYOTOKYOTOKYOTOKYO

パークタワー東京（所在地：東京都港区

TOKYO」の文字をデザインした
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当ホテルが立地する芝公園エリアは、

・ニューヨークのように、情熱的でスタイリッシュな空間を演出するため、

s Christmas（ニューヨーカーズ
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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 マーケティング戦略

（直通） FAX: 03

http://www.princehotels.co.jp/parktower/
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上記イルミネーションのほか、ニューヨークの
ニューヨークで話題のチョコレート入りブレッド「バブカ」を販売し、スタイリッシュなニューヨークの世界観を演出いたします。
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※料金には消費税が含まれております。
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上記イルミネーションのほか、ニューヨークのショーウィンドウなどで用いられている
ブレッド「バブカ」を販売し、スタイリッシュなニューヨークの世界観を演出いたします。
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ブレッド「バブカ」を販売し、スタイリッシュなニューヨークの世界観を演出いたします。
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テ ー マ】 New Yorker
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電 球 数】 LED
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ショーウィンドウなどで用いられている
ブレッド「バブカ」を販売し、スタイリッシュなニューヨークの世界観を演出いたします。
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ブレッド「バブカ」を販売し、スタイリッシュなニューヨークの世界観を演出いたします。
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映像コンテンツを使用したロビー
ブレッド「バブカ」を販売し、スタイリッシュなニューヨークの世界観を演出いたします。
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ブレッド「バブカ」を販売し、スタイリッシュなニューヨークの世界観を演出いたします。
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ブレッド「バブカ」を販売し、スタイリッシュなニューヨークの世界観を演出いたします。 


