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◎本件に関する報道各位からのお問合

株式会社プリンスホテル
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Starry sky YOGA
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ナイトプールもご利⽤いただけます。（9:00P.M.

※ヨガマットとヨガウェアを無料でお貸し出しいたします。（先着 10 名さま限定）

ヨガレッスン：アクアパーク品川

より 

泊、下記内容、サービス料・消費税が 

別途宿泊税がかかる場合がございます

ヨガマットレンタル、

.の 1 時間となります。

橋本哲充）は、暑さの和らぐ夜

 

日中に溜め込んだむくみや疲れをリセットし、猛暑の夏を乗り切っていただく

副交感神経を優位にする効果があり、

は、ライトアップされた

昨今人気を集めるナイトプールもご利用可能で、

を貸切りにし、約

海の中にいるような癒しのヨガを演出いたします。

ナイトヨガをナイトヨガをナイトヨガをナイトヨガを開催開催開催開催

を楽しむを楽しむを楽しむを楽しむ「「「「Starry sky YOGAStarry sky YOGAStarry sky YOGAStarry sky YOGA

付き宿泊プラン付き宿泊プラン付き宿泊プラン付き宿泊プラン

日（土） 

9:00P.M.まで） 

名さま限定）

ヨガレッスン：アクアパーク品川 

別途宿泊税がかかる場合がございます） 

ヨガマットレンタル、 

時間となります。 

暑さの和らぐ夜に、

、猛暑の夏を乗り切っていただく

副交感神経を優位にする効果があり、

は、ライトアップされた幻想的な

昨今人気を集めるナイトプールもご利用可能で、

約 20 メートルの海中トンネル

海の中にいるような癒しのヨガを演出いたします。 

開催開催開催開催    

Starry sky YOGAStarry sky YOGAStarry sky YOGAStarry sky YOGA

付き宿泊プラン付き宿泊プラン付き宿泊プラン付き宿泊プラン    

名さま限定） 

 

2017 年 8

、“水”をテーマ

、猛暑の夏を乗り切っていただく

副交感神経を優位にする効果があり、体の芯から

幻想的な水面と夜空

昨今人気を集めるナイトプールもご利用可能で、

メートルの海中トンネル

Starry sky YOGAStarry sky YOGAStarry sky YOGAStarry sky YOGA」」」」    

                    

8 月 

“水”をテーマ

、猛暑の夏を乗り切っていただく

体の芯から   

と夜空を 

昨今人気を集めるナイトプールもご利用可能で、  

メートルの海中トンネル  

    

                    


