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クリスマスシーズンはさまざまな場所でイルミネーションが点灯し、一気に華やかな 

ムードになります。当ホテルでも目の前の東京タワーをはじめ、近隣の六本木エリア 

や丸の内エリアなど周辺に人気のイルミネーションスポットが多数点在し、煌びやか 

な雰囲気に包まれます。一年で最も華やかで煌びやかなシーズンを、いつもより贅沢 

に非日常感を味わっていただくため、当ホテルの眺望や立地を活かし、夢のような 

世界を演出いたしました。 

【プラン名】 Dreams of Joy 

【販売期間】 2016 年 12 月 6 日（火）～25 日（日） ※1 日 1 室限定 

【料 金】 1 名さま \16,800 より （1 室 3 名さまご利用時） 

  【料 金】 1 名さま \22,200 より （1 室 2 名さまご利用時） 

【内   容】 クリスマスデコレーションされたスイートルームにご 1 泊、 

下記の 3 つの Dream ポイント 

【そ の 他】 4 日前までにご予約をお願いいたします。 

  ※上記料金には、スイートルームご 1 泊、Dream 特典のクリスマスケーキ、シャンパン(ハーフボトル)、 
宿泊税、消費税、サービス料が含まれております。 

 

夢のような世界を演出する夢のような世界を演出する夢のような世界を演出する夢のような世界を演出する 3333 つのつのつのつの DreamDreamDreamDream ポイントポイントポイントポイント    

①①①①    都内イルミネーションスポットへのクルージングドライブ都内イルミネーションスポットへのクルージングドライブ都内イルミネーションスポットへのクルージングドライブ都内イルミネーションスポットへのクルージングドライブ        

   人気のイルミネーションスポットへ専属ドライバーがメルセデス・ベンツでお連れします。 

お好みで 3 つのコースよりお選びいただきます。 

 

 

 

 

 
※ご乗車開始時刻は 5:00P.M.となります。 

 ※東京ミッドタウン、お選びいただく①丸の内エリア、②お台場エリア、③恵比寿エリアでは、下車し 

  付近を散策してイルミネーションをご鑑賞いただけます。 

※交通状況によりルート変更および下車してイルミネーションを鑑賞いただけない場合がございます。 

※荒天時は中止となる場合がございます。 

※当日のコースの変更は承ることができません。 ※アルコール類の持ち込みはご遠慮ください。 

    

②②②②    クリスマスデコレーションされたクリスマスデコレーションされたクリスマスデコレーションされたクリスマスデコレーションされたスイートルームにご宿泊スイートルームにご宿泊スイートルームにご宿泊スイートルームにご宿泊    

   ご宿泊は、大きな窓から都内を一望できる約 50㎡の 

ゆったりとしたスイートルームをご用意。 

クリスマスツリーやキャンドルでデコレーションし、窓外に目の前に 

そびえる東京タワーとともに、クリスマスムードたっぷりの空間で 

ご滞在をお楽しみいただけます。 

 

 

③③③③    お姫さま気分を演出したデザインのクリスマスケーキとお姫さま気分を演出したデザインのクリスマスケーキとお姫さま気分を演出したデザインのクリスマスケーキとお姫さま気分を演出したデザインのクリスマスケーキと    

            シャンパンシャンパンシャンパンシャンパン（ハーフボトル）（ハーフボトル）（ハーフボトル）（ハーフボトル）をお部屋にご用意をお部屋にご用意をお部屋にご用意をお部屋にご用意    

   「素敵な靴は素敵な場所に連れて行ってくれる」という言葉 

   をヒントに、当ホテルの女性スタッフが、日ごろからがんばる女性を 

   応援する気持ちを込めて考案した、ハイヒールを模ったクリスマス 

   ケーキでおとぎ話の主人公のような雰囲気を演出。 

   クリスマスケーキとシャンパンはお部屋でお召しあがりいただきます。 

    ※クリスマスケーキは仕入状況により、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付けください。 

     
 
 
 
 

1 日 1 室限定の宿泊プラン 「Dreams of Joy」 概要  

【お客さまからのお問合せ】 ザ・プリンス パークタワー東京 宿泊予約係   
TEL： 03－5400－1111 （10:00A.M.～6:00P.M.） 

                         

お選びいただけるクルージングコースお選びいただけるクルージングコースお選びいただけるクルージングコースお選びいただけるクルージングコース    （所要時間（所要時間（所要時間（所要時間    約約約約 90909090 分）分）分）分）    

    

ホテル → 六本木けやき坂通り → 東京ミッドタウン → ① 丸の内エリア    → ホテル 

                                      ② お台場エリア 

                                       ③ 恵比寿エリア 

 

六本木けやき坂通り 

 

クリスマスデコレーションルーム 

クリスマスケーキ「Un pas de Plus  

（アン パ ドゥ プリュス）」   


