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プラン詳細 

 

【プ ラ ン 名】 なごやめしと LEGOLAND

®

 Japan を楽しもう！ 

【期 間】 2017 年 10 月 2 日（月）から 

【料 金】 おとな料金： 14,500 円から（2 名 1 室利用時 おとな 1 名さま料金） 

こども料金： 4,500 円 ※小学生以下、LEGOLAND

®

 Japan 1DAY パスポート代のみ（宿泊・朝食無料） 

   ※上記 2 名 1 室プランのほか、3 名 1 室プランや、スカイツインルームコネクトタイプのお部屋による 

最大 6 名さままでご利用いただけるプランをご用意いたしております。 

【部 屋 タイプ】 スカイツインルーム（32.3 ㎡） 

   ※そのほか、デラックスコーナーツイン（59.5 ㎡）、プレミアムコーナーツイン（79.4 ㎡）をご利用いただく 

プランもご用意いたしております。 

【内 容】 ご宿泊代、朝食代、LEGOLAND 

®

 Japan  1DAY パスポート含む 

【注 意 事 項】 LEGOLAND

®

 Japan は休園日がございます。営業カレンダーをご確認のうえ、ご予約手続き 

をお願いいたします。 

LEGOLAND

®

 Japan  Web サイト： https://www.legoland.jp/ 

【お客さまからのご予約・お問合せ】 052-565-1110（プリンスホテル予約センター） 

 

 

Sky Dining 天空 

 

「Sky Dining 天空」は、地上約 140m、31 階からの開放的な 

眺望が楽しめる地中海料理を中心としたブッフェレストランと 

してオープンいたします。「空の浮きふね」をコンセプトとする 

ホテルの中で、レストランは「天空の社交場」をコンセプトとし、 

海図や船の食堂をイメージした木目調の落ち着いた装飾を 

施し、まるで地中海の海原で船旅を楽しんでいただけるような 

空間を演出いたします。 

 

【席 数】  110 席（一般席 90 席、個室 10 席、バー10 席） 

【場 所】  31 階 

【朝 食 時 間】:  6:30A.M. ～ 10:30A.M.  (ラストオーダー 10:00A.M.) 

 

名古屋プリンスホテル スカイタワー 

 

【開 業 日】 2017 年 10 月 2 日（月） 

【所 在 地】 名古屋市中村区平池町 4 丁目 60 番地の 12 

【フロア構 成】 グローバルゲート 31 階～36 階 

【延べ床面積】 約 12,400 ㎡ 

【客 室 数】 170 室 

【付 帯 施 設】 レストラン「Sky Dining 天空」、クラブラウンジ、 

フィットネス、ビジネスセンターなど 

【U R L】  http://www.princehotels.co.jp/nagoya/ 

【ア ク セ ス】 電車： あおなみ線より 1 駅 2 分。 

グローバルゲート直結である 

「ささしまライブ」駅にて降車。 

徒歩： JR 名古屋駅 広小路口より徒歩 12 分。 

タクシー：JR 名古屋駅 太閤通り口より 7 分。 

 

 


