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和の空間でお⽉⾒体験 「TSUKIMI LOUNGE」 
月型ライトなどでライトアップした幻想的な和の空間で、蔵元が厳選した日本酒ドリンクや、パティシエ考案の  

オリジナル和スイーツをお召しあがりいただきながら、東京タワーを臨む縁側の外に広がる秋の夜空を眺めて、

しっとりとお過ごしいただきます。着物着付けも体験でき、空間や味覚のほかビジュアルでも和の雰囲気を   

ご体験いただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
【プラン名】 TSUKIMI LOUNGE （ツキミラウンジ） 
【場  所】 ザ・プリンス パークタワー東京 神殿「神明」（2Ｆ） 
【料  金】 1 名さま \1,000 （入場料、ソフトドリンク 1 杯付） 

1 名さま \1,500 （入場料、アルコールドリンク 1 杯付） 
※追加ドリンク ソフトドリンク 1 杯\500、 アルコールドリンク 1 杯\1,000 

        ※着物レンタル＆着付け 1 名さま\2,000 （女性限定、先着順） 
【期  間】 2017 年 9 月 30 日（土）～10 月 15 日（日） 
【提供時間】 6:00P.M.～10:00P.M.（ラストオーダー9:30P.M.） 
【お客さまからのお問合わせ】 TEL: 03-5400-1111 （TSUKIMI LOUNGE 係） 

屋外テラス席でお⽉⾒⼥⼦会プラン 
目の前に東京タワーを見上げ、芝公園の緑が包む屋外テラス席で、最大の魅力であるタワービューとともに、 

都心の喧騒を感じさせない開放的な空間で軽いお食事やドリンクを楽しんでいただくため、秋の風物詩「お月見」

をテーマにメニューを考案いたしました。女性も食べやすい一口サイズのオードブルやカクテルの中にカラフル

なまるい氷を入れるなど、「お月見団子」をイメージし全てまるい形で揃えてご用意いたします。             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      
【プラン名】 TOKYO HONEY PROJECT presents 「Moon Night Party」 
【場  所】 東京プリンスホテル カフェ＆バー タワービューテラス（3Ｆ） 
【料  金】 1 名さま \4,500  
【期  間】 2017 年 9 月 15 日（金）～10 月 31 日（火） 
【提供時間】 5:00P.M.～9:30P.M.（ラストオーダー9:00P.M.） 
【お客さまからのお問合せ】 東京プリンスホテル レストラン予約係  

TEL: 03-3432-1140 （10:00A.M.～6:00P.M.） 
  
※上記料金には消費税が含まれております。 

※「TSUKIMI LOUNGE」はサービス料が含まれております。「Moon Night Party」は別途サービス料 10％を頂戴いたします。 

※特定原材料 7 品目（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）による食物アレルギーがございましたら、係へお申し出ください。 

※仕入れの状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。 ※写真はイメージです。 

＜お⽉⾒ポイント＞ 

◆「お⽉⾒」をイメージした会場内装飾 

月形ライトなどで幻想的な空間演出 

◆日本酒の提供 

蔵元直送の月にちなんだ日本酒飲み比べセットや 

日本酒を使用したカクテルなどのドリンクをご用意 

◆和スイーツやフードの提供 

  お⽉⾒をイメージした和スイーツやフードを提供 

◆着物のレンタルと着付けサービス 

 お好みで選べる着物をプロによる着付けサービスで和装体験 

 メニュー 

 ＜ワンプレート＞ ※画像左 

  ・ミニ⽉⾒バーガー   

  ・たらのブランダードコロッケ 

  ・ミニサラダ  ハニーレモンドレッシング 

  ・ミニサンドウィッチ 

  ・5 色あられのエビ団子 

  ・生ハムとフルーツのピンチョス 

 ＜デザート＞   ※画像右下 

  ・クレームダンジュ〜秋のよそおい〜 

 ＜カクテル＞   ※画像右上 

  ・お⽉⾒シャンパンカクテル 


