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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）は、夏季限定の宿泊者専用

「ダイヤモンドプール」と「スカイプール」を 2017 年 7 月 7 日（金）～9 月 10 日（日）までオープンいたします。 

今年のテーマは「Time to Relax～心地よい夏の休日～」。昨今のプール需要の高まりから、時間帯ごとに表情を 

変え、おとなが楽しめる都会のリゾート空間を演出いたします。 

昨年リニューアルし、リゾート感あふれるラグジュアリーな空間に生まれ変わった「ダイヤモンドプール」は、今年、 

専用宿泊プラン限定で朝の「Morning POOL」を営業いたします（毎週日曜日とお盆期間限定）。同プランでは、      

女性ホテリエ考案の朝食「wake up DELI +my select」をご用意し、フォトジェニックなシチュエーションを演出します。

そして、昼は宿泊者専用のおとな向けプールに、夜は宿泊者以外のお客さまもご利用いただけるビアガーデン  

「高輪フォレストガーデン」として営業いたします。 

宿泊者専用の「スカイプール」は、昼はファミリー、夜は 16 才以上のおとな専用プールとして心地よいプライベート 

空間をご用意いたします。また、夜は「空」を楽しむおとなの“ナイトプール”として、金曜日の夜（日数限定）に、      

心地良い音楽と照明の空間演出や、ドレスコード特典を実施いたします。 

このように、シチュエーションに合わせてお選びいただけるプールサイドの空間作りをすることで、宿泊のお客さま

への滞在価値を高め、更なる需要拡大を目指してまいります。 

 

 ダイヤモンドプール スカイプール 

特徴 朝と昼は 16 才以上の宿泊者専用プール。夜はビアガーデン 昼と夜で表情が変わる宿泊者専用プライベートプール 

【朝】
Morning 

Morning POOL を限定宿泊プランでオープン 

早朝の心地よい風の中「Wake up DELI」を食べて 

朝からプールを満喫（日曜日・お盆期間限定） 

― 

【昼】 
Day 

緑に囲まれたおとな向けプール ファミリーで楽しめるプール 

【夜】 
Night 

外来利用も可能なビアガーデンとして営業 

ナイトピクニックをイメージした⼥性グループ向けの 

特別席もご用意 

昨年より 30 分時間を延⻑し、9:30P.M.まで営業 

夕暮れから星空まで空が抜けるおとなのためのナイトプール 

⾦曜 5 日間限定で DJ の音楽が流れる「SKY Night」開催 

 

 

 

◎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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Morning POOL（宿泊プラン「+Morning POOL」利⽤専⽤） 
 

日曜日の朝に、緑に囲まれて心地よい風を感じながら朝食とプールを 

楽しめる宿泊プランをご用意しました。女性ホテリエによる企画開発チーム 

+Happy Project が朝食「wake up DELI +my select」を考案。朝の陽ざしとプール 

サイドにぴったりなミニバーガーやビタミンカラーのスムージーをご用意しました。 

フォトジェニックな空間で、心地良い１日のはじまりをお過ごしいただけます。 

  

 

宿泊プラン「+Morning POOL」 
期 間： 2017 年 7 月 8 日（土）・15 日（土）・22 日（土）・29 日（土）、8 月 5 日（土）・12 日（土）～15 日（火） 

19 日（土）・26 日（土）、9 月 2 日（土）・9 日（土） 

        ※モーニングプールのご利用は翌日の日曜日 

料 金： ザ・プリンス さくらタワー東京 １名さま ￥19,660～（１室 2 名さま利用時） 

グランドプリンスホテル新高輪 １名さま ￥14,060～（１室 2 名さま利用時） 

※料金には、1 泊、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） 

※3 日前 3:00P.M.までのご予約 ※16 才以上限定 

 

  内 容：■日曜日のプール利用（8:00A.M.～5:00P.M.） ※8:00A.M.～10:00A.M.は「+Morning POOL」利用者限定 

■プールサイドカフェエリア朝食「wake up DELI +my select」（8:00A.M.～10:00A.M.） 

■レイトチェックアウト 1 時間 

 

 

 

緑に囲まれたリゾートのようなおとな専⽤プール 

16 才以上のおとな向けプールです。CABANA や SOFA など 

特別シートをご利用いただくと、さらにリゾート地にいるような 

空間をお過ごしいただけます。 

 

 

グループやカップルで楽しめるプールサイドのビアガーデン 

光がきらめくプールサイドのビアガーデンとして営業いたします。 

外来のお客さまのご利用も可能で、女性向けの特別席や会食利用向けのメニューなど各種ご用意いたします。 

【期 間】2017 年 7 月 7 日（金）～9 月 8 日（金） 

【時 間】6:00P.M.～9:30P.M.（L.O.9:00P.M.） 

「ダイヤモンドプール」営業概要 
 

【場  所】 グランドプリンスホテル新高輪 日本庭園内 

【期  間】 2017 年 7 月 7 日（金）～9 月 10 日（日）  

【時  間】 10:00A.M.～5:00P.M. （6:00P.M.～はビアガーデンとして営業） 

    専用宿泊プラン限定で、上記期間内の毎週日曜日、8/14～16 は 8:00A.M.より営業いたします。 

【入場料】 宿泊者（16 才以上）￥3,000  

       パスポート（16 才以上）全日会員￥100,000／平日限定会員￥70,000  

    ※宿泊者専用。ただし、SEIBU PRINCE CLUB 会員（プラチナ・ゴールド・菊華会）と、パスポート購入者を除く。 

   ※料金には、プール・ロッカー・デイベッドの利用、消費税が含まれております。（デイベッドの数には限りがございます。） 

※ビアガーデンは外来の利用も可能です。 

 

  【オプション】CABANA \10,000／SOFA \5,000／LOUNGER \5,000 

Morning 

Day 

Night 



宿泊プラン「Fabulous Summer at CABANA －SKY POOL－」（1 日 1 組限定）    

 
上層階のザ・クラブフロアに泊まり、天蓋付きの CABANA で優雅にプールをお楽しみいただくプラン。 

 

期 間： 2017 年 7 月 7 日（金）～9 月 9 日（土） 

料 金： 1 名さま￥17,700～（1 室 2 名利用時） 

※料金には、1 泊、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） 

※前日 3:00P.M.までのご予約 

 

内 容： ■ザ・クラブフロア エグゼクティブクラブルームにご宿泊 

（朝食等無料のザ・クラブラウンジの利用可） 

■ご宿泊日のプールサイド CABANA 利用 

■ご滞在中のプール利用 ※ナイトプールは 16 才以上のみ 

 

 

空が抜けるスカイプールは、日中はファミリー向け、夜は大人のためのナイトプールを営業いたします。ナイトプー 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

ファミリーでも利⽤できる宿泊者専⽤プール 
 

真夏の青空が抜けるプールとして、お子さまのご利用も可能です。 

プールサイドのカフェエリアでは、カクテルやフードメニューをご用意して 

おりますので、ご宿泊者であれば水着でなくてもプールサイドの空間を 

お楽しみいただけます。天蓋付きの CABANA もおすすめです。 

 

 

 

星空も望めるおとな向けナイトプール 

時間とともに姿を変え、その美しさで心を動かしてくれる「空」。ゆったり 

広がる空を眺めながらくつろぐ、おとなのためのナイトプールです。 

ナイトプール営業期間中の金曜限定日に開催する「SKY Night」では、 

心地よい音楽と照明による演出のほか、スペシャルカクテルやドレスコード

特典も設け、“おとなの夜遊び”を盛り上げます。 

 

【名  称】 ナイトプールイベント「SKY Night」 

【開催日】 7 月 28 日（金）、8 月 4 日（金）・18 日（金）・25 日（金）、9 月 1 日（金） 

  【時  間】 6:00P.M.～9:30P.M.（16 才以上宿泊者専用） 

  【入場料】 プール入場料のみ ※フード・ドリンクは別途料金 

 

 

 

 

 

 

 

【お客さまからのご予約・お問合せ】【お客さまからのご予約・お問合せ】【お客さまからのご予約・お問合せ】【お客さまからのご予約・お問合せ】    

グランドプリンスホグランドプリンスホグランドプリンスホグランドプリンスホテル新高輪テル新高輪テル新高輪テル新高輪        TEL:TEL:TEL:TEL:03030303----3442344234423442----1111111111111111    

※写真はイメージです。 

※上記内容はリリース時点（6 月 7 日）の情報です。 

 

「スカイプール」営業概要 
 

【場  所】 グランドプリンスホテル新高輪 2F 

【期  間】 2017 年 7 月 7 日（金）～9 月 10 日（日） ※ナイトプールは 7 月 28 日（金）～9 月 3 日（日）まで 

【時  間】 デイタイム 10:00A.M.～6:00P.M.    ／ナイトタイム 6:00P.M.～9:30P.M.（昨年より 30 分延長） 

【入場料】 宿泊者 おとな￥3,000 こども（4～12 才）￥1,500  

    ※宿泊者専用。 

    ※ナイトタイムは 16 才以上限定。  

※料金には、プール・ロッカー・デイベッドの利用、消費税が含まれております。（デイベッドの数には限りがございます。） 

 

  【オプション】CABANA \10,000／CANOPY \5,000 

Day 

Night 


