
 

 

 

2017 年 3 月 

日本文化イベント開催時に英語でご案内できる和装スタッフを配置 

 

 

 

 

 

 

 

品川駅から徒歩約 5 分圏内に位置するザ・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）では、日本庭園の 20 種約 230 本の桜が見頃

を迎える 3 月 19 日(日)～4 月 9 日(日)まで『高輪 桜まつり 2017』を開催いたします。 

 

訪日外国人旅行者の来日目的が“コト消費”にシフトしていることから、“Hanami＋日本文化”を体験できる企画を拡

充いたしました。ソメイヨシノが見頃を迎える週末には、桜の下で芸妓さんによる舞踊パフォーマンスやお琴の演奏、

人力車など日本文化に触れるイベントを開催いたします。海外のお客さまへの対応として、英語で解説できる和装

スタッフ「SAKURA

サ ク ラ

 ATTENDANT

ア テ ン ダ ン ト

」を配置いたします。また、桜を見渡せるお花見席でお抹茶と和菓子を楽しめる

「SAKURA

サ ク ラ

 CHAYA

チ ャ ヤ

」を期間限定でオープンいたします。（※日数限定下記参照） 

 

そして、桜の下にこたつを設置した「桜桟敷席」では、シェフが厳選した黒毛和牛や神戸牛、鮑や伊勢海老（国産）

などが堪能できるコース（￥37,000）をご用意いたします。 

 

そのほか、昨年 11 月にオープンした「高輪 花香路」では、和室で桜を見ながらお花見弁当を味わう宿泊プランな

どをご用意。着物に着替えて人力車に乗って桜スポットをお楽しみいただけます。 

 

一年で最も賑わう日本庭園のお花見を日本文化の発信とともに盛り上げてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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  

訪日外国人のお客さまにもご体験いただける訪日外国人のお客さまにもご体験いただける訪日外国人のお客さまにもご体験いただける訪日外国人のお客さまにもご体験いただける    

日本文化イベントや和室で桜を愛でるプランを拡充日本文化イベントや和室で桜を愛でるプランを拡充日本文化イベントや和室で桜を愛でるプランを拡充日本文化イベントや和室で桜を愛でるプランを拡充    

「高輪「高輪「高輪「高輪    桜まつり桜まつり桜まつり桜まつり 2017201720172017」開催」開催」開催」開催    

【期間】【期間】【期間】【期間】2017201720172017 年年年年 3333 月月月月 19191919 日（日日（日日（日日（日））））～～～～4444 月月月月 9999 日（日）日（日）日（日）日（日）    

「⾼輪 桜まつり 2017」 の⾒どころ 
●日本文化に触れるイベント 

※3 月 25 日（土）、26 日（日）、4 月 1 日（土）、2 日（日） 
●英語対応可能な和装スタッフ 

「SAKURA ATTENDANT」を配置 
※4 月 1 日（土）、2 日（日） 

●和室に泊まり、着物に着替えて⼈⼒⾞で散策 
●桜の下のこたつ付き「桜桟敷席」で特別な 

コースを味わう 
●日本庭園のお花⾒席「SAKURA CHAYA」 

オープン 
※3 月 25 日（土）〜4 月 9 日（日） 

「高輪 花香路」和牛ステーキ重付き宿泊プラン（イメージ） 

◎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 



 

 

【実施ホテル】 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 

【期 間】 2017 年 3 月 19 日（日）～4 月 9 日（日）※日本庭園でのイベントは日数限定 

【庭園の桜】 約 20,000 ㎡の日本庭園に咲く 20 種類約 230 本の桜は時期を違えて約 3 ヵ月間お楽しみいただけま

す。期間中は 5:30P.M.～11:30P.M.に日本庭園をライトアップして幻想的な夜桜を演出いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪日外国人のお客さまや世代を問わずお楽しみいただける日本文化イベントを各種ご用意しました。ソメイヨシノ

が見頃を迎える週末の 4 日間限定で開催いたします。 

【開 催 日】 2017 年 3 月 25 日（土）、26 日（日）、4 月 1 日（土）、2 日（日） 

※イベントにより日程・時間が異なります。 

※天候などにより内容が一部変更・中止となる場合がございます。 

【料 金】 無料 

【内 容】 

イベントイベントイベントイベント    内容内容内容内容    実施日実施日実施日実施日時時時時    場所場所場所場所    

沙羅璃沙羅璃沙羅璃沙羅璃

し ゃ ら り

    

津軽三味線とバイオリンの斬新な 

コラボレーションをお楽しみいただけ

ます。 

3 月 25 日（土）  

11:30A.M.～/2:30P.M.～ 

日本庭園内ステージ 

桜の舞桜の舞桜の舞桜の舞    

太鼓や三味線の音色に合わせて踊

る日本橋葭町の芸者衆の雅やかな

舞をご堪能ください。 

3 月 26 日（日）  

1:00P.M.～/3:00P.M.～ 

日本庭園内ステージ 

着付け体験着付け体験着付け体験着付け体験    

お洒落な着物レンタル＆着付けで気

軽に和体験。手ぶらでご参加いただ

け、そのままお出かけも可能。 

3 月 26 日（日） 

11:00A.M.～5:00P.M. 

（最終受付 3:00P.M.） 

グランドプリンスホテル新高輪 

国際館パミール 1F 

和太鼓和太鼓和太鼓和太鼓    

和太鼓の大きな動きと身体の芯に響

く音をお楽しみいただけます。 

4 月 1 日（土）、2 日（日） 

各 2 ステージ 

日本庭園内ステージ 

お琴演奏お琴演奏お琴演奏お琴演奏    

お琴の音色をお楽しみいただけま

す。 

4 月 1 日（土）、2 日（日） 

日本庭園 12:00NOON～ 

グランドプリンスホテル高輪 3:00P.M.～ 

日本庭園内ステージ、 

グランドプリンスホテル高輪 

1F ロビー 

江戸紙切り江戸紙切り江戸紙切り江戸紙切り    

紙とはさみを使い、縁起物や横顔シ

ルエットなど、どんなものでも即興で

作ります。 

4 月 2 日（日） 

1:00P.M.～/4:00P.M.～ 

日本庭園内ステージ 

フォトスポットフォトスポットフォトスポットフォトスポット    人力車人力車人力車人力車    

日本庭園内に配置した人力車の前

で桜とともにフォト撮影。（お客さまの

カメラにて） 

3 月 25 日（土）、26 日（日）、 

4 月 1 日（土）、2 日（日） 

10:00A.M.～4:00P.M. 

日本庭園  

香る日本庭園香る日本庭園香る日本庭園香る日本庭園    桜めぐり桜めぐり桜めぐり桜めぐり    

桜で彩られた庭園にほのかに香るお

香を焚きます。 

3 月 25 日（土）、26 日（日）、 

4 月 1 日（土）、2 日（日） 

11:00A.M.～6:00P.M. 

日本庭園  

氷彫刻氷彫刻氷彫刻氷彫刻    

桜にちなんだ巨大な氷彫刻をお客さ

まの目の前で仕上げます。 

4 月 1 日（土） 
日本庭園 

 

1111．「高輪．「高輪．「高輪．「高輪    桜まつり桜まつり桜まつり桜まつり 2017201720172017」概要」概要」概要」概要    

2222．日本文化に触れる体験型イベント．日本文化に触れる体験型イベント．日本文化に触れる体験型イベント．日本文化に触れる体験型イベント    

桜桟敷席とライトアップした日本庭園の夜桜 
グランドプリンスホテル高輪から 

見た桜と山門 



    

（（（（1111）着物に着替えて人力車で散策！桜が）着物に着替えて人力車で散策！桜が）着物に着替えて人力車で散策！桜が）着物に着替えて人力車で散策！桜が眼下に眼下に眼下に眼下に広がる和室確約の広がる和室確約の広がる和室確約の広がる和室確約の夕食夕食夕食夕食付きプラン付きプラン付きプラン付きプラン 

昨年 11 月にオープンした「高輪 花香路」の日本庭園を望む客室にご宿泊。夕食はイン ルーム ダイニングで 

鉄板焼 しゃぶしゃぶ ステーキハウス 桂の「和牛ステーキ重」をご提供いたします。着物に着替えて、人力車で

高輪・品川エリアの桜めぐりをお楽しみいただける大人のための特別な宿泊プランです。 

【プラン名】  「【1 日 1 室限定・桜ビュー確約】日本の春を愉しむステイ」 

【宿   泊】  高輪 花香路（グランドプリンスホテル高輪内） 

【期   間】  2017 年 3 月 25 日（土）、26 日（日）、4 月 1 日（土）、2 日（日） 

【料   金】  1 室 2 名さま利用（1 名さま）￥67,812～  

※料金には、1 名さまの 1 泊室料（桜の眺望確約）、下記内容、サービス料・消費税が含まれております。（宿泊税別） 

【内 容】  ■夕食（イン ルーム ダイニングでの和牛ステーキ重、さくらワインスパークリング）  

 ■着物のレンタル・着付け ■人力車ご利用（45 分）  

 ■「ラウンジ 桜彩」での朝食  ■日本庭園での鐘つき 

【お客さまからのお問合せ・ご予約】 TEL: 03-3447-1111 宿泊予約係 ※3 日前 3:00P.M.までの予約制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（2222）桜の眺望確約！桜が）桜の眺望確約！桜が）桜の眺望確約！桜が）桜の眺望確約！桜が目の前目の前目の前目の前に広がるに広がるに広がるに広がるお部屋でプライベートなお花見を満喫できるお部屋でプライベートなお花見を満喫できるお部屋でプライベートなお花見を満喫できるお部屋でプライベートなお花見を満喫できるお弁当付きプランお弁当付きプランお弁当付きプランお弁当付きプラン    

客室でも桜を楽しんでいただけるよう、夕食はイン ルーム ダイニングでなだ万 高輪プライムの「お花見弁当」を

ご用意いたします。 

【プラン名】  「【桜ビュー確約】THE SAKURA ステイ お部屋で優雅にお花見」 

【宿 泊】  ザ・プリンス さくらタワー東京 デラックスツイン または プレミアコーナーツイン 

【期 間】  2017 年 3 月 19 日（日）～4 月 9 日（日） 

【料 金】 1 室 2 名さま利用（１名さま）￥27,914～ 

※料金には、1 名さまの 1 泊室料（桜の眺望確約）、夕食（イン ルーム ダイニングでのお花見弁当）、 

サービス料・消費税が含まれております。（宿泊税別） 

【お客さまからのお問合せ・ご予約】 TEL:03-5798-1111 宿泊予約係 ※2 日前 3:00P.M.までの予約制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3333．プライベートな空間で桜を愛でる宿泊プラン．プライベートな空間で桜を愛でる宿泊プラン．プライベートな空間で桜を愛でる宿泊プラン．プライベートな空間で桜を愛でる宿泊プラン    

「高輪 花香路」階下に日本庭園を望む和室 人力車（イメージ） 

プレミアコーナーツインから見る日本庭園の桜 客室でご提供するお花見弁当（イメージ） 



②②②②開花もなか開花もなか開花もなか開花もなか        

￥￥￥￥1,8001,8001,8001,800    

わらびもちや桜アイスをサンドした

もなかと小菓子がセットになった

春を感じる一皿です。 

 

①①①①はんなり小箱”ＳＡＫＵＲＡ”はんなり小箱”ＳＡＫＵＲＡ”はんなり小箱”ＳＡＫＵＲＡ”はんなり小箱”ＳＡＫＵＲＡ”        

￥￥￥￥5,0005,0005,0005,000    

3 段お重の中に、和・洋のスイー

ツやフレンチテイストのオードブ

ルが並びます。少しずついろいろ

なものを楽しみたい女性にはぴっ

たりのメニューです。 

 

④イチゴと桜のブランマンジュ④イチゴと桜のブランマンジュ④イチゴと桜のブランマンジュ④イチゴと桜のブランマンジュ        

￥￥￥￥700700700700    

上部に桜色のゼリーをのせたブ

ランマンジュは、桜のシロップとと

もにお召しあがりください。 

③③③③フロマージュブランと桜のムースフロマージュブランと桜のムースフロマージュブランと桜のムースフロマージュブランと桜のムース        

￥￥￥￥700700700700    

チェリーのコンポートをアーモンドク

リームで焼いたタルトの上に桜のフ

ロマージュブランとゼリーが重なりま

す。 

 

（（（（1111）桜の下のこたつ付き「）桜の下のこたつ付き「）桜の下のこたつ付き「）桜の下のこたつ付き「桜桟敷席桜桟敷席桜桟敷席桜桟敷席」で味わう￥」で味わう￥」で味わう￥」で味わう￥37,00037,00037,00037,000 のコースメニューのコースメニューのコースメニューのコースメニュー    

桜の下のこたつ付き特別席「桜桟敷席」では、鉄板焼 しゃぶしゃぶ ステーキハウス 桂の料理長 浅見剛士 

が厳選した食材で、黒毛和牛の焼き寿司やステーキサンド、神戸牛のステーキなどを盛り込んだ特別コースを 

ご用意しました。まるでトンネルのような桜の下で特別な時間をお過ごしいただけます。 

 

【場 所】 「鉄板焼 しゃぶしゃぶ ステーキハウス 桂 『桜桟敷席』」 

ザ・プリンス さくらタワー東京 日本庭園内  

【メニュー名】 八重 

【料 金】 1 名さま \37,000 ※予約制 ※雨天の場合は休止 

【時 間】 11:30 A.M.～／3:00P.M.～／6:00P.M.～ 

【内 容】 伊勢海老（国産）湯引き／蟹と白魚のロワイヤル仕立て 

神戸牛の煮込み／黒毛和牛ステーキサンド 

鮑とタラバ蟹のソテ－ 

神戸牛のステーキ朴葉と共に 焼き野菜 

黒毛和牛焼き寿司／味噌椀・香の物 

 

（（（（2222）庭園内の桜を見渡しながら、ゆったりとした時間が過ごせる）庭園内の桜を見渡しながら、ゆったりとした時間が過ごせる）庭園内の桜を見渡しながら、ゆったりとした時間が過ごせる）庭園内の桜を見渡しながら、ゆったりとした時間が過ごせる「「「「SAKURA CHAYASAKURA CHAYASAKURA CHAYASAKURA CHAYA」がオープン！」がオープン！」がオープン！」がオープン！    

お抹茶と和菓子を嗜みながら、この季節限定のお花見席で桜を存分にお楽しみいただけます。 

【場 所】 日本庭園内 

【期 間】 2017 年 3 月 25 日（土）～4 月 9 日（日） 

【メニュー・料金】 抹茶和菓子添え ￥1,500   

【時 間】 11:30A.M.～5:00P.M. 

※「ラウンジ 光明」でも販売いたします。（￥1,400） 

 

（（（（3333）天井まである高い窓から春の日差しにつつまれて味わうスイーツ）天井まである高い窓から春の日差しにつつまれて味わうスイーツ）天井まである高い窓から春の日差しにつつまれて味わうスイーツ）天井まである高い窓から春の日差しにつつまれて味わうスイーツ    

【場 所】 「ラウンジ 光明」 グランドプリンスホテル高輪 1F 

【時 間】 10:00A.M.～10:00P.M. ※土・休日 9:00A.M.～10:00P.M.（L.O. 9:30P.M.） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（4444）窓から見える桜が美しいレストランで味わうイタリアンコース）窓から見える桜が美しいレストランで味わうイタリアンコース）窓から見える桜が美しいレストランで味わうイタリアンコース）窓から見える桜が美しいレストランで味わうイタリアンコース    

桜の季節を楽しむ春満載のイタリアンコースをご用意しました。春の食材の甘鯛を桜葉につつんでゆっくり蒸し、 

優しく仕上げたソースでいただく料理などをご堪能ください。 

【場   所】 「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 

【メニュー名】 夢見桜 

【料   金】 １名さま ￥7,000 

【時   間】 11:30A.M.～2:30P.M.（L.O. 2:30P.M.） 

 

 

 

 

 

※レストランメニューの表記料金には、消費税が含まれます。サービス料を別途 10%加算させていただきます。（テイクアウト商品を除く）  

※仕入れの状況により食材・内容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りにお申し付けください。 

※上記以外にも桜まつり期間限定の特別メニューやプランを販売いたします。詳しくは広報担当宛てにお問合せください。 

※写真はイメージです。 ※上記内容はリリース時点（3 月 10 日）の情報です。 

4444．桜を楽しむレストランメニュー．桜を楽しむレストランメニュー．桜を楽しむレストランメニュー．桜を楽しむレストランメニュー    

＜レストランに関するお客さまからのお問合せは＞ 

レストラン予約係 TEL:03-3447-1139 （受付時間 9:30A.M.～8：00P.M. ※土・休日は 7:30P.M.まで） 

コース内容(左)と桜桟敷席(右)イメージ 

夢見桜（イメージ） 

SAKURA CHAYA（イメージ） 


