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2017 年 1 月 

香り高い“あまおう”をふんだんに使ったケーキなどいちごメニューが充実 

 

    

    

    

    

 

 

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）の各レストランでは、「いちご」をふんだんに使ったスイーツや料理を提供する「ストロベリーフェア」を 2017

年 2 月 1 日（水）～3 月 18 日(土)まで期間限定で開催いたします。※品川プリンスホテルは 3 月 31 日（金）まで。 

 

日本庭園を望むイタリアンレストラン「リストランテ カフェ チリエージョ」では、甘酸っぱいいちごの魅力を存分に

味わうことができるランチコースをご用意いたしました。いちごとヨーグルトのドレッシングで味わう小海老とモッツァ

レラチーズのサラダのほか、メインはいちごのピザまたはリゾット、スイーツは 3 種から選んで楽しめるいちごづくし

のランチです。また、昨年発売以来、お客さまよりご好評をいただいているアフタヌーンティーセットにも、いちごを

使った新メニューが登場。アンティパストプレートは、生ハムといちごや菜の花とサラミ、アボカドとポテトのサラダな

どいちごや旬の野菜を取り入れ、春の彩りが詰まった高輪の日本庭園をイメージしました。3 段のスイーツツリーに

は、シャンパンゼリーやマシュマロ、シュークリームなどいちごを使ったスイーツをお楽しみいただけます。 

 

その他レストランでは、あまおうをふんだんに使ったパンケーキや、バラエティー豊かなスイーツ、女性におすすめ

のカクテルなど、期間限定でさまざまなメニューをご提供いたします。 

 

 

 

ザ・プリンスザ・プリンスザ・プリンスザ・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    

いちごづくしのランチいちごづくしのランチいちごづくしのランチいちごづくしのランチセットセットセットセットやアフタヌーンティーなどやアフタヌーンティーなどやアフタヌーンティーなどやアフタヌーンティーなど    

フォトジェニックなメニューが登場フォトジェニックなメニューが登場フォトジェニックなメニューが登場フォトジェニックなメニューが登場    

「ストロベリーフェア」開催「ストロベリーフェア」開催「ストロベリーフェア」開催「ストロベリーフェア」開催    

期間：期間：期間：期間：2017201720172017 年年年年 2222 月月月月 1111 日（水）～日（水）～日（水）～日（水）～3333 月月月月 18181818 日日日日((((土土土土))))    

◎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 



3 種より選べるデザート イメージ 

 

「「「「ChoiceChoiceChoiceChoice××××2 !2 !2 !2 !    StrawberryStrawberryStrawberryStrawberry ラララランチ」ンチ」ンチ」ンチ」        ((((チョイスチョイスチョイスチョイスチョイスチョイスチョイスチョイス! ! ! ! ストロベリーランチストロベリーランチストロベリーランチストロベリーランチ))))    

サラダからデザートまで全てのメニューにいちごを使用した、いちごづくしのランチコ

ースです。メインはピザまたはリゾット、デザートは 3 種からお選びいただけます。 

 

【レストラン】 「リストランテ カフェ チリエージョ」 ザ・プリンス さくらタワー東京 1F 

【提供時間】 11:30A.M.～2:30P.M.（ラストオーダー2:30P.M.） 

【料   金】 1 名さま \3,200 

【メ ニ ュ ー】 ・いちごと小海老、モッツァレラチーズのサラダ いちごとヨーグルトのドレッシング 

・2 種より選べるメインディッシュ ※下記より 

「いちごとパルマ産生ハム、リコッタチーズのピザ」 or  

「いちごと帆立貝のリゾット ピスタチオの香り、パルマ産生ハム添え」 

・3 種より選べるデザート ※下記より 

「いちごのティラミス」 or 「いちごのシャンパンゼリー」 or  

「いちごのセミフレッド」 

・ハーブティー or コーヒー or 紅茶 

    

    

ストロベリーアフタヌーンティーセットストロベリーアフタヌーンティーセットストロベリーアフタヌーンティーセットストロベリーアフタヌーンティーセット    ––––Tree of Tree of Tree of Tree of ICHIGOICHIGOICHIGOICHIGO----    

女性ホテリエによる企画開発チーム「+Happy Project」とシェフ、パティシエが考案したアフタヌーンティーセットに

季節の食材と旬のいちごを使用した新メニューが登場。アンティパストプレートは、生ハムといちごや菜の花とサラ

ミ、アボカドとポテトサラダを使用して小川の流れる春の日本庭園をイメージしました。いちごの木をイメージしたス

イーツには、シャンパンゼリーやマシュマロ、シュークリームなどいちごを使ったスイーツが存分にお楽しみいただ

けます。 

 

【レストラン】 「リストランテ カフェ チリエージョ」 ザ・プリンス さくらタワー東京 1F  

【提供時間】 3:00P.M.～5:00P.M. ※前日までの予約制  

【メ ニ ュ ー・料金】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いちごづくしのランチコース＆アフタヌーンティーセット  

◆◆◆◆アフタヌーンティーセットアフタヌーンティーセットアフタヌーンティーセットアフタヌーンティーセット    1111 名さま名さま名さま名さま    \\\\4,2004,2004,2004,200    

◆◆◆◆アフタヌーンティーセットアフタヌーンティーセットアフタヌーンティーセットアフタヌーンティーセット    スパークリングワイン（飲み放題付き）スパークリングワイン（飲み放題付き）スパークリングワイン（飲み放題付き）スパークリングワイン（飲み放題付き）    1111 名さま名さま名さま名さま    \\\\7,0007,0007,0007,000    

 

■スイーツツリー  

 ・いちごのショートケーキ 

・ベリータルト 

・ほうじ茶ムースと抹茶のマドレーヌ 

・オペラ 

・いちごのマシュマロ 

・ピスタチオマカロン 

・いちごとシャンパンゼリー 

・いちごのシュークリーム 

  

■アンティパストプレート 

彩り豊かなアンティパスト 高輪の庭園に見立てて 

 

■ドリンク 

◎紅茶 ◎ハーブティー  ◎コーヒー ◎ソフトドリンク 

・ダージリン ・フレッシュミックスハーブティー ・ブレンドコーヒー ・いちごアイスラテ 

・アールグレイ ・カモミールシトラス  ・アメリカンコーヒー ・クランベリードリンク 

・ストロベリーティー ・ジンジャーツイスト  ・カフェ・オ・レ 

・アイスティー   ・カプチーノ 

・エスプレッソ 

・アイスコーヒー 

・アイスカフェ・オ・レ 

「Choice×2 ! Strawberry ランチ」  

イメージ 

 

スイーツツリー イメージ 

女性ホテリエによる商品開発チーム「+ Happy Project」考案 



【レストラン】 「カフェレストラン 24」 イーストタワー 1Ｆ 

【提供時間】 5：00P.M.～10：00P.M. 

【メニュー・料金】 甘酸っぱいいちごのリゾット \900  

ベリーベリーピザ \1,400 

 

    

いちごスイーツいちごスイーツいちごスイーツいちごスイーツ    

【レストラン】 「ラウンジ 光明」 グランドプリンスホテル高輪 1F  

【提供時間】 11:30A.M.～10:00P.M.（ラストオーダー9:30P.M.）   

【メニュー・料金】 ①あまおうショートケーキ \800  

②いちごタルト \700  

③いちごパリブレスト \700  

④いちごマスカルポーネ \700  

※①～③はザ・プリンス さくらタワー東京 1 F「リストランテ カフェ チリエージョ」でも販売。 

①のみグランドプリンスホテル新高輪 1Ｆ「Lounge Momiji」 でも販売。    

    

いちごいちごいちごいちごカクテルカクテルカクテルカクテル    

【レストラン】 「メインバー あさま」 グランドプリンスホテル新高輪 1F  

【提供時間】 5:00P.M.～1:00A.M. 

【メニュー・料金】 ストロベリーシャンパンモヒート \1,600 

フローズン ストロベリーダイキリ \1,600 

    

    

    

    

品川プリンスホテルの各レストランでは、2017 年 2 月 1 日（水）～3 月 31 日(金)までストロベリーフェアを開催いた

します。 

 

【レストラン】 「コーヒーラウンジ マウナケア」 メインタワー 2F  

【提供時間】 9:00A.M.～10:00P.M.（ラストオーダー9:30P.M.）         

【メ ニ ュ ー・料金】 ①あまおうパンケーキ   \1,700 

②アモーレ          \650 

③いちごのミルフィーユ  \700 

④あまおうパフェ       \1,300 

⑤ティラミスフレーズ     \650 

⑥あまおうショートケーキ  \800 

⑦あまおうロールケーキ  \750    

※一部商品はテイクアウト可。 

 

【レストラン】 「トップ オブ シナガワ ノースバー」 

メインタワー 39Ｆ 

【提供時間】 6:00P.M.～12:00MID. 

【メニュー・料金】 ストロベリー＆紅茶 モヒート \1,700     

ストロベリーニ \1,900      

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

※表記料金には消費税が含まれております。別途 10％のサービス料を加算させていただきます。（テイクアウト商品は除く） 

※仕入の状況により、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などがございましたら、あらかじめ係へお申し付けください。 

いちごスイーツ＆カクテル（⾼輪エリア） 
 

お客さまからのお問合せは 

■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 

  レストラン予約係  TEL: 03-3447-1139 （受付時間 9:30A.M.～8:00P.M. 土日祝は 7:30P.M.まで） 

■品川プリンスホテル レストラン総合予約 TEL: 03-5421-1114 （受付時間 9:30A.M.～8:00P.M.） 

ストロベリーフェア（品川プリンスホテル） 

甘酸っぱいいちごのリゾット イメージ 
ストロベリー＆紅茶 モヒート（左）、 

ストロベリーニ（右） イメージ 

①あまおうパンケーキ イメージ 

フローズン ストロベリーダイキリ（左）、 

ストロベリーシャンパンモヒート（右） イメージ 

いちごスイーツ イメージ 

①①①①    

②②②②    

③③③③    

④④④④    


