
 

 

 

                     
 

2017 年 3 月 30 日 

 
 

 

株式会社プリンスホテル（本社: 東京都豊島区東池袋 3-1-5 代表取締役社長:赤坂茂好）は、東京プリンスホテル

（所在地：東京都港区芝公園 3-3-1 総支配人：石川学）の全客室（462 室）、ロビーエリア、レストランなどのリニュー

アルおよび、お客さまに安全・安心をご提供するための耐震補強を行い、2017 年 4 月 1 日（土）にオープンいたし 

ます。 

1964 年の開業以来、多くのお客さまをお迎えしてきた東京プリンスホテルは 52 年間培ってきた伝統を継承しつつ

国内外の幅広いお客さまのニーズや安全・安心に対応するため新たに生まれかわります。 

客室は 3 つのフロアカテゴリー（「クラブフロア」、「アッパーフロア」、一般フロア）に分け、クラブフロア宿泊者専用の

「クラブラウンジ」を新設いたします。レストランは「ブッフェレストラン ポルト」を内装新たに明るく活気あふれるブッフ

ェダイニングとするほか、屋外には東京タワーを見上げる景色もお楽しみいただけるテラス席の「カフェ＆バー タワ

ービューテラス」を新設いたします。詳細は下記をご参照ください。 

 

改装箇所改装箇所改装箇所改装箇所    主な改装概要主な改装概要主な改装概要主な改装概要    

客室（全 462 室 4～11F） 

・客室フロアを 3 つのカテゴリーに分類し、フロアごとの機能を明確化 

<「クラブフロア（11F）」、「アッパーフロア（9・10F）」、一般フロア（4～8F)> 

・客室内のデザイン、内装変更 

クラブラウンジ(1F) ・クラブフロア宿泊者専用のラウンジ新設 

ロビーエリア(1F) 
・グループ専用スペースの新設 

・デザイン変更 

レストラン 

・「ブッフェダイニング ポルト」（3F） 内装リニューアル 

・「カフェ＆バー タワービューテラス」（3F）  新設 

・「和食 清水」（1F） 個室整備                  

その他 ・宴会場内装(一部) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

◎本件に関する報道関係各位からのお問合せ先 

ザ･プリンス パークタワー東京 マーケティング戦略 / 広報担当 

TEL：03-5400-1180  FAX：03-5400-1174  http://www.princehotels.co.jp/tokyo/ 

 

プリンスホテルプリンスホテルプリンスホテルプリンスホテル    

東京プリンスホテル東京プリンスホテル東京プリンスホテル東京プリンスホテル        リリリリニューアル概要ニューアル概要ニューアル概要ニューアル概要    

2017201720172017 年年年年 4444 月月月月 1111 日（土）オープン日（土）オープン日（土）オープン日（土）オープン    

1F ロビー （イメージ） 



    

リニューアルの背景リニューアルの背景リニューアルの背景リニューアルの背景    

芝公園エリアは都心にありながら公園の緑に包まれ、東京タワーや増上寺といった東京を代表する観光地に隣接し

ております。また、虎ノ門や浜松町など周辺エリアでも再開発が進むなど、今後国内外から観光やビジネス目的の

お客さまが多く集まるエリアになると考えております。 

プリンスホテルはこの芝公園エリアに「ザ・プリンス パークタワー東京」、「東京プリンスホテル」の 2 ホテルを運営して

おり、外部環境の進化に合わせて受け皿としての機能を強化するため、各々の機能を明確化するリニューアルを 

順次実施しております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜「ザ・プリンス パークタワー東京」、「東京プリンスホテル」のリニューアルについて＞    

オープンオープンオープンオープン    ホテルホテルホテルホテル    箇所箇所箇所箇所    主なリニューアル主なリニューアル主なリニューアル主なリニューアル内容内容内容内容    

2016 年 

10 月 1 日（土） 

ザ・プリンス  

パークタワー東京 

プレミアムクラブフロア客室（29～31F・ 

63 室）、プレミアムクラブラウンジ（32F） 

“ブリージャー”（出張休暇）利用など、国内外ラグ

ジュアリー層のビジネス・レジャー利用への対応

を強化 

・客室内装と専用ラウンジをリニューアル 

2017 年 

4 月 1 日（土） 
東京プリンスホテル 

全客室（462 室）、宿泊者専用ラウンジ、 

ロビーエリア、一部レストラン、宴会場 

幅広いニーズへ対応するための受け皿を整備 

・客室フロアを 3 つのフロアカテゴリーに分類 

・クラブラウンジの新設 

・「カフェ＆バー タワービューテラス」の新設 

2017 年 10 月

（予定） 

ザ・プリンス  

パークタワー東京 

パノラミックフロア客室 

（19～28F・209 室） 

国内外個人客のビジネス・レジャー利用を想定   

・客室内装のリニューアル 

2018 年 1 月 

（予定） 

ザ・プリンス  

パークタワー東京 
ロビー（1 階) デザイン・機能のバリューアップ 

2018 年 4 月 

（予定） 

ザ・プリンス  

パークタワー東京 

パークフロア客室 

（3～18F・318 室） 

MICE 参加者を中心とした利用を想定 

・客室内装のリニューアル 

    

ザ・プリンスザ・プリンスザ・プリンスザ・プリンス パークタワー東京パークタワー東京パークタワー東京パークタワー東京 
国内外のビジネスエグゼクティブや 

長期滞在に対応するホテル。 

東京プリンスホテ東京プリンスホテ東京プリンスホテ東京プリンスホテルルルル 
開業 52 年の歴史を持ち芝公園の緑に 

包まれた、滞在を楽しむホテル 

芝公園エリアのプリンスホテル芝公園エリアのプリンスホテル芝公園エリアのプリンスホテル芝公園エリアのプリンスホテル    



    

東京プリンスホテル東京プリンスホテル東京プリンスホテル東京プリンスホテル    リニューアル概要リニューアル概要リニューアル概要リニューアル概要    

1111. . . . デザインデザインデザインデザイン    

デザインは国内外の商業施設を手掛け数々の賞を受賞している A.N.D.クリエイ 

ティブディレクターの小坂竜氏によるものです。   

改装デザインコンセプト・・・「改装デザインコンセプト・・・「改装デザインコンセプト・・・「改装デザインコンセプト・・・「Classical elegance Classical elegance Classical elegance Classical elegance ““““豊かな滞在“」豊かな滞在“」豊かな滞在“」豊かな滞在“」    

＜コメント＞ 

日本の観光発展とともに世界各国からのお客さまをお迎えしてきた伝統と、東京 

の中心地でありながら喧騒を忘れさせる緑豊かな芝公園の環境の中、人々が集い 

心からくつろげる場所を目指して、従来のクラシカルな空間を継承しつつ、華やか 

で遊び心のある空間を演出いたしました。 

   

2222．．．．客室客室客室客室    （（（（4444～～～～11111111FFFF    全全全全 462462462462 室）室）室）室）    

      （（（（1111））））クラブフロアクラブフロアクラブフロアクラブフロア    （（（（11111111FFFF    32323232 室室室室））））        

     国内外のビジネスシーンにおける 1名利用を想定し、キングおよびダブル 

タイプの客室を中心とした構成にいたしました。 

     ベッドボード側の壁は東京タワーを意識したカーマイン色とし、クラシカル 

な装飾が施された家具や照明などとともに、華やかで遊び心のある空間を 

演出いたしました。 

      

（（（（2222））））アッパーフロアアッパーフロアアッパーフロアアッパーフロア    （（（（9999・・・・10F10F10F10F    134134134134 室室室室））））        

      ビジネスシーンやレジャーにおける 1～2名の利用を想定し、ダブルルー 

     ムを 30 室増室いたしました。 

クラブフロアと同じデザインで、上質な空間を演出いたします。 

 

（（（（3333）一般フロア（）一般フロア（）一般フロア（）一般フロア（4444～～～～8F8F8F8F    296296296296 室）室）室）室）    

     国内外からのグループ利用を想定し、3名利用に対応できるツインルーム 

を 30 室増室するほか、シングルルームを 2名利用にも対応できるダブル 

ルームに変更いたしました。 

       

 3333....クラブラウンジクラブラウンジクラブラウンジクラブラウンジ    ((((新設新設新設新設))))     

        クラブフロアにご宿泊のお客さま専用のラウンジを新設いたしました。 

  手軽なご朝食やスナック、お飲みものをセルフサービスでご利用いただける 

ほか、ビジネスシーンを想定し、コンセントや雑誌をご用意しております。 

        【場   所】  1F 

  【営業時間】  7:00A.M.～9:00P.M. 

             ブレックファスト  7:00A.M.～10:00A.M.   

             ティータイム     10:00A.M.～5:00P.M.  

             カクテルタイム    5:00P.M.～9:00P.M. 

   【席   数】  全 27 席 

    

4444．ロビーエリア．ロビーエリア．ロビーエリア．ロビーエリア    

ご宿泊からご宴席までホテルを訪れるさまざまなお客さまをお迎えするロビー(1F)は、モダンにアレンジを加え

た西洋的装飾と、鮮やかなカーマイン色のファブリックアート（布製アート）により、伝統の中にも華やかさを感じ

られる空間を演出いたしました。 

フロントカウンターはアイランド型で機能的なレイアウトにし、ロビーにシーティングエリアを設け滞在空間を整え

ました。また、混雑緩和と快適な空間の確保のため、団体利用のお客さま専用のスペースを整備いたしました。    

    

クラブデラックスキングルーム 

4～8F デラックスツインルーム  

クラブラウンジ（イメージ） 

A.N.D. クリエイティブディレクター 

小坂 竜 氏 



    

5555．レストラン．レストラン．レストラン．レストラン        

（（（（1111）「ブッフェダイニング）「ブッフェダイニング）「ブッフェダイニング）「ブッフェダイニング    ポルト」ポルト」ポルト」ポルト」    

 多くのお客さまに親しまれてきたレストランは、明るくモダンな「ブッフェダイニング」 

として生まれ変わります。 

 ライブ感を強化するため店内中央にキッチンを大きく配置。ヒマラヤ岩塩で炙る 

コーナーやジェラートなど、新たにパフォーマンスメニューを充実させ、従来からの 

人気メニューとともに活気あふれるダイニングを演出いたします。 

 【場   所】 3F  

 【営業時間】 朝  食   6:30A.M.～10:00A.M.   ランチ 11:30A.M.～3:00P.M.  

ディナー  5:30P.M.～9:30P.M.（土休日は 5:00P.M.～9:30P.M.） 

 【席   数】 全 148 席  （個室 2部屋 56 席含む） 

【料   金】 朝食ブッフェ \2,500  ランチブッフェ \3,200  ディナーブッフェ \5,500 

         ※上記料金には消費税が含まれております。別途 10％サービス料を頂戴いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（（（2222））））「カフェ「カフェ「カフェ「カフェ&&&&バーバーバーバー    タワービューテラス」タワービューテラス」タワービューテラス」タワービューテラス」        新設新設新設新設    

 ブッフェレストランの庭園だった屋外スペースに、テラス席 を新設し、昼はカフェ、 

夜はバーとして営業いたします。 

 目の前に東京タワーを見上げるロケーションと、周囲を芝公園の緑が包み都会の 

喧騒を忘れさせる落ち着いた空間の中で、特別なひとときをご提供いたします。 

 テラスにはステージスペースも設け、ライブ演奏も開催できるほか、入口にはバー 

コーナーも設置し、気軽に立ち寄れる大人の空間を提供いたします。 

 【場   所】 3F  

 【営業時間】 昼 10:00A.M.～5:00P.M. 夜 5:00P.M.～9:30P.M. 

 【席   数】 全 78 席(バースペース 10 席含む) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※上記料金には消費税が含まれております。別途 10％サービス料を頂戴いたします。 

 

 

    

「バスケットランチ」 \3,800 「シャンパンセット」 2 名さま\9,000 

ヒマラヤ岩塩で炙る黒毛和牛（イメージ） ブッフェダイニング ポルト（イメージ）  

「カフェ&バー タワービューテラス」(イメージ) 



    

（（（（3333）「和食）「和食）「和食）「和食    清水清水清水清水」」」」    

シーンにあわせてご利用いただけるよう、懐石などの和食、寿司、 

天ぷらの 3 つの料理ジャンルごとのコーナー内に個室を整備いた 

します。 

 【場   所】 １F 

 【営業時間】 昼（平日）  11:30A.M.～2:30P.M. 

           （土休日） 11:30A.M.～5:00P.M. 

          夜         5:00P.M.～10:00P.M. 

 【席   数】 全 113 席 

          内訳  和食 清水     一般席 80 席・テーブル個室 1 室 6 席（新設） 

               寿司処 五徳    カウンター9 席・カウンター個室 1 室 5 席 

               天ぷら処 福佐  カウンター9 席・カウンター個室 1 室 4 席 

 

6666．宴会場．宴会場．宴会場．宴会場    

 クラシカルエレガンスな印象のカーペットデザインを用いて空間を華やかに演出いたしました（20 会場）。 

またWi-Fi環境も整備し、ビジネスミーティングや研修まで、さまざまなシーンでご利用いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

    

    

    

    

 

 

 

東京東京東京東京プリンスホテルプリンスホテルプリンスホテルプリンスホテル    施設概要施設概要施設概要施設概要    

【所 在 地】〒105-8560 東京都港区芝公園 3-3-1 

【電話番号】TEL：03-3432-1111 

【客    室】462 室 

【レストラン】10 レストラン・バー（テナント 2 店舗含む） 

       ※上 記 店 舗 数 は 2017 年 4 月 1 日 以 降 の店 舗 数  

【宴 会 場】宴会場 24 会場 

【施    設】神前式結婚式場、写場、美粧室、衣裳室、ビジネスサービ 

スセンター、ショップ 3 店舗、駐車場（338 台） 

【開 業 日】1964 年 9 月 1 日 

 

※上記記載内容は、※上記記載内容は、※上記記載内容は、※上記記載内容は、2017201720172017 年年年年 3333 月月月月 30303030    日現在のものであり、変更となる場合がございます。日現在のものであり、変更となる場合がございます。日現在のものであり、変更となる場合がございます。日現在のものであり、変更となる場合がございます。    

2F 大宴会場「鳳凰の間」 （イメージ） 

和食 清水(イメージ) 

2F 宴会場「プロビデンスホール」 （イメージ） 


