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◎本件に関する報道各位からのお問合せは

ザ・プリンス

TEL:

炭酸氷とともお楽しみいただくカクテル「アクア

■ポメリー■ポメリー■ポメリー■ポメリー

【商 品
【提供店舗
【料
【販売期間】
【提供時間】

 
【お客さまからのお問合せ】
※上記料金には、消費税が含まれております。
※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
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ザ・プリンス パークタワー東京

ジャパン株式会社

「ポメリー ロワイヤル・

の夜景を臨む最上階の「スカイラウンジ

販売いたします。

「ポメリー ロワイヤル・ブルースカイ」は、世界的シャンパーニュブランド「ポメリー」の中でも、ビーチリゾートの

ように鮮やかな

独創的なシャンパーニュです。

炭酸を閉じ込めた「炭酸氷」

カクテルに、真っ白な炭酸氷を雲のように浮かべ、

マスカットやグレープフルーツ

◎本件に関する報道各位からのお問合せは

ザ・プリンス パークタワー東京

TEL: 03-5400-11

炭酸氷とともお楽しみいただくカクテル「アクア

■ポメリー■ポメリー■ポメリー■ポメリー    ロワイヤル・ブルースカイロワイヤル・ブルースカイロワイヤル・ブルースカイロワイヤル・ブルースカイ

商 品 名】 「アクア
提供店舗】 スカイラウンジ
料 金】 \3,

【販売期間】 2017
【提供時間】 平日

休前日
     休日
【お客さまからのお問合せ】
※上記料金には、消費税が含まれております。
※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

 「炭酸氷」は、株式会社

東京タ東京タ東京タ東京タワーの夜景を目の前に臨む最上階のワーの夜景を目の前に臨む最上階のワーの夜景を目の前に臨む最上階のワーの夜景を目の前に臨む最上階の

パークタワー東京

株式会社（所在地：東京都千代田区内幸町

ロワイヤル・ブルースカイ」

の夜景を臨む最上階の「スカイラウンジ

販売いたします。 

ロワイヤル・ブルースカイ」は、世界的シャンパーニュブランド「ポメリー」の中でも、ビーチリゾートの

かなブルーボトルと、

独創的なシャンパーニュです。

炭酸を閉じ込めた「炭酸氷」

真っ白な炭酸氷を雲のように浮かべ、

マスカットやグレープフルーツ

世界的シャンパーニュブランド「ポメリー」と世界的シャンパーニュブランド「ポメリー」と世界的シャンパーニュブランド「ポメリー」と世界的シャンパーニュブランド「ポメリー」と

炭酸炭酸炭酸炭酸

◎本件に関する報道各位からのお問合せは

パークタワー東京

-1180（直通） 

炭酸氷とともお楽しみいただくカクテル「アクア

ロワイヤル・ブルースカイロワイヤル・ブルースカイロワイヤル・ブルースカイロワイヤル・ブルースカイ

「アクア ロワイヤル」
スカイラウンジ
3,250 

2017 年 7 月 1
平日   5:00P
休前日 3:00P.M.
休日   3:00P.M.

【お客さまからのお問合せ】 
※上記料金には、消費税が含まれております。
※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

「炭酸氷」は、株式会社 KIYORA

ワーの夜景を目の前に臨む最上階のワーの夜景を目の前に臨む最上階のワーの夜景を目の前に臨む最上階のワーの夜景を目の前に臨む最上階の

パークタワー東京（所在地：東京都港区

（所在地：東京都千代田区内幸町

ブルースカイ」に炭酸氷をあわせた、

の夜景を臨む最上階の「スカイラウンジ 

ロワイヤル・ブルースカイ」は、世界的シャンパーニュブランド「ポメリー」の中でも、ビーチリゾートの

ブルーボトルと、トロピカルフルーツ

独創的なシャンパーニュです。「スカイラウンジ

炭酸を閉じ込めた「炭酸氷」（※1）をあわせ

真っ白な炭酸氷を雲のように浮かべ、

マスカットやグレープフルーツの甘酸っぱい香りとともに

世界的シャンパーニュブランド「ポメリー」と世界的シャンパーニュブランド「ポメリー」と世界的シャンパーニュブランド「ポメリー」と世界的シャンパーニュブランド「ポメリー」と

炭酸炭酸炭酸炭酸氷を使用した新感覚カクテル氷を使用した新感覚カクテル氷を使用した新感覚カクテル氷を使用した新感覚カクテル
【【【【販売期間販売期間販売期間販売期間

◎本件に関する報道各位からのお問合せは

パークタワー東京 マーケティング戦略

 FAX: 03-5400

炭酸氷とともお楽しみいただくカクテル「アクア ロワイヤル」（イメージ）

ロワイヤル・ブルースカイロワイヤル・ブルースカイロワイヤル・ブルースカイロワイヤル・ブルースカイ

ロワイヤル」 
スカイラウンジ ステラガーデン

1 日（土）～8
P.M.～2:00A

3:00P.M.～2:00A
3:00P.M.～12:00MID.

 TEL 03-5400
※上記料金には、消費税が含まれております。
※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

KIYORA きくち（所在地：熊本県菊池市）が独自技術で開発し、天然水に炭酸を閉じ込めた世界初の氷です。

ワーの夜景を目の前に臨む最上階のワーの夜景を目の前に臨む最上階のワーの夜景を目の前に臨む最上階のワーの夜景を目の前に臨む最上階の

（所在地：東京都港区

（所在地：東京都千代田区内幸町

に炭酸氷をあわせた、

 ステラガーデン」

ロワイヤル・ブルースカイ」は、世界的シャンパーニュブランド「ポメリー」の中でも、ビーチリゾートの

トロピカルフルーツ

「スカイラウンジ ステラガーデン」は、

をあわせたオリジナルカクテル

真っ白な炭酸氷を雲のように浮かべ、シャンパーニュと炭酸氷のシュワシュワとした清涼感が、

の甘酸っぱい香りとともに

ザ・プリンスザ・プリンスザ・プリンスザ・プリンス

世界的シャンパーニュブランド「ポメリー」と世界的シャンパーニュブランド「ポメリー」と世界的シャンパーニュブランド「ポメリー」と世界的シャンパーニュブランド「ポメリー」と

氷を使用した新感覚カクテル氷を使用した新感覚カクテル氷を使用した新感覚カクテル氷を使用した新感覚カクテル
販売期間販売期間販売期間販売期間】】】】    2017201720172017 年年年年

◎本件に関する報道各位からのお問合せは 

マーケティング戦略 /

5400-1174 http://www.princehotels.co.jp/parktower/

ロワイヤル」（イメージ）

ロワイヤル・ブルースカイロワイヤル・ブルースカイロワイヤル・ブルースカイロワイヤル・ブルースカイ    カクテルカクテルカクテルカクテル

ステラガーデン （33F） 

8 月 31 日（木）
A.M.  （LO 1
A.M.  （LO 1:30A.M.

12:00MID. （LO 
5400-1154 （直通）

※上記料金には、消費税が含まれております。 別途サービス料
※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出ください。

きくち（所在地：熊本県菊池市）が独自技術で開発し、天然水に炭酸を閉じ込めた世界初の氷です。

ワーの夜景を目の前に臨む最上階のワーの夜景を目の前に臨む最上階のワーの夜景を目の前に臨む最上階のワーの夜景を目の前に臨む最上階のスカイラウンジで夏のバータイムを演出スカイラウンジで夏のバータイムを演出スカイラウンジで夏のバータイムを演出スカイラウンジで夏のバータイムを演出

    

    

（所在地：東京都港区芝公園 4

（所在地：東京都千代田区内幸町 1-1-7 代表取締役社長：師井研）が販売するシャンパーニュ

に炭酸氷をあわせた、清涼感をご体感いた

ステラガーデン」にて、2017

ロワイヤル・ブルースカイ」は、世界的シャンパーニュブランド「ポメリー」の中でも、ビーチリゾートの

トロピカルフルーツのような上品な

ステラガーデン」は、

オリジナルカクテル

シャンパーニュと炭酸氷のシュワシュワとした清涼感が、

の甘酸っぱい香りとともに、爽やかな夏の夜を演出いたします。
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/ 広報担当 

http://www.princehotels.co.jp/parktower/

ロワイヤル」（イメージ） 

カクテルカクテルカクテルカクテル    概要概要概要概要    

 

） 
1:30A.M.）  
1:30A.M.） 

 11:30P.M.） 
（直通） 

別途サービス料 10％を頂戴いたします。
※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。 

お申し出ください。

きくち（所在地：熊本県菊池市）が独自技術で開発し、天然水に炭酸を閉じ込めた世界初の氷です。

スカイラウンジで夏のバータイムを演出スカイラウンジで夏のバータイムを演出スカイラウンジで夏のバータイムを演出スカイラウンジで夏のバータイムを演出

4-8-1 総支配人：

代表取締役社長：師井研）が販売するシャンパーニュ

清涼感をご体感いた

2017 年 7 月 1

ロワイヤル・ブルースカイ」は、世界的シャンパーニュブランド「ポメリー」の中でも、ビーチリゾートの

上品な香りが特徴

ステラガーデン」は、「ポメリー

オリジナルカクテルを考案いたしました。

シャンパーニュと炭酸氷のシュワシュワとした清涼感が、

爽やかな夏の夜を演出いたします。

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    
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氷を使用した新感覚カクテル氷を使用した新感覚カクテル氷を使用した新感覚カクテル氷を使用した新感覚カクテル
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http://www.princehotels.co.jp/parktower/

「ポメリー

   
 

 

％を頂戴いたします。 

お申し出ください。 

きくち（所在地：熊本県菊池市）が独自技術で開発し、天然水に炭酸を閉じ込めた世界初の氷です。

スカイラウンジで夏のバータイムを演出スカイラウンジで夏のバータイムを演出スカイラウンジで夏のバータイムを演出スカイラウンジで夏のバータイムを演出

総支配人：石川学

代表取締役社長：師井研）が販売するシャンパーニュ

清涼感をご体感いただく新感覚のカクテルを、東京タワー

1 日（土）から

ロワイヤル・ブルースカイ」は、世界的シャンパーニュブランド「ポメリー」の中でも、ビーチリゾートの

香りが特徴で、氷とともに楽しむことを提案する

 ロワイヤル・

を考案いたしました。

シャンパーニュと炭酸氷のシュワシュワとした清涼感が、

爽やかな夏の夜を演出いたします。

世界的シャンパーニュブランド「ポメリー」と世界的シャンパーニュブランド「ポメリー」と世界的シャンパーニュブランド「ポメリー」と世界的シャンパーニュブランド「ポメリー」と

氷を使用した新感覚カクテル氷を使用した新感覚カクテル氷を使用した新感覚カクテル氷を使用した新感覚カクテルを販売を販売を販売を販売
33331111 日（日（日（日（木木木木））））    

http://www.princehotels.co.jp/parktower/

「ポメリー ロワイヤル・ブルー

 

スカイラウンジ

きくち（所在地：熊本県菊池市）が独自技術で開発し、天然水に炭酸を閉じ込めた世界初の氷です。

スカイラウンジで夏のバータイムを演出スカイラウンジで夏のバータイムを演出スカイラウンジで夏のバータイムを演出スカイラウンジで夏のバータイムを演出

石川学）は、ヴランケン

代表取締役社長：師井研）が販売するシャンパーニュ

新感覚のカクテルを、東京タワー

日（土）から 8 月 31 日（

ロワイヤル・ブルースカイ」は、世界的シャンパーニュブランド「ポメリー」の中でも、ビーチリゾートの

氷とともに楽しむことを提案する

ロワイヤル・ブルースカイ」と

を考案いたしました。空をイメージ

シャンパーニュと炭酸氷のシュワシュワとした清涼感が、

爽やかな夏の夜を演出いたします。 

世界的シャンパーニュブランド「ポメリー」と世界的シャンパーニュブランド「ポメリー」と世界的シャンパーニュブランド「ポメリー」と世界的シャンパーニュブランド「ポメリー」と    

を販売を販売を販売を販売    
    

http://www.princehotels.co.jp/parktower/ 

ロワイヤル・ブルースカイ」（イメージ）

スカイラウンジ ステラガーデン（内観）

きくち（所在地：熊本県菊池市）が独自技術で開発し、天然水に炭酸を閉じ込めた世界初の氷です。

2017 年 6 月

スカイラウンジで夏のバータイムを演出スカイラウンジで夏のバータイムを演出スカイラウンジで夏のバータイムを演出スカイラウンジで夏のバータイムを演出    

ヴランケン ポメリー

代表取締役社長：師井研）が販売するシャンパーニュ

新感覚のカクテルを、東京タワー

木）の期間中

ロワイヤル・ブルースカイ」は、世界的シャンパーニュブランド「ポメリー」の中でも、ビーチリゾートの空の

氷とともに楽しむことを提案する

ブルースカイ」と、天然水に

イメージしたブルー

シャンパーニュと炭酸氷のシュワシュワとした清涼感が、あわせた

スカイ」（イメージ）  

ステラガーデン（内観） 

きくち（所在地：熊本県菊池市）が独自技術で開発し、天然水に炭酸を閉じ込めた世界初の氷です。

月 

ポメリー    

代表取締役社長：師井研）が販売するシャンパーニュ 

新感覚のカクテルを、東京タワー

の期間中に

空の  

氷とともに楽しむことを提案する  

天然水に

ブルーの   

あわせた 

 

きくち（所在地：熊本県菊池市）が独自技術で開発し、天然水に炭酸を閉じ込めた世界初の氷です。


