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ザ・プリンス 

に見上げる屋外施設「プリンス芝公園」

「お月見ヨガ」を

実施いたします。

プリンス芝公園は目の前に東京タワーを見上げ、豊かな

過ごしやすい秋

ヨガスタジオの「

の夜景が広がる

ヨガマットの無料貸出や優先エリア利用券などの特典がついた当イベント専用ご宿泊プランは

のもと「朝ヨガ」をご体験いただ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 

 

 

 
 
＜専用ご宿泊プラン＞
【プラン名】 お月見ヨガ宿泊プラン
【期  間】 2017
【内  容】 ご

THYME
【特  典】 プリンス芝公園での朝ヨガご参加、東京タワー側のお部屋確約

ヨガマット無料貸出、会場での優先エリア利用券
【料  金】 1
※上記宿泊料金には
※写真はイメージです。

東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験

◎本件に関する報道各位からのお問合せ

ザ・プリンス 

TEL: 03-5400

【イベント名】 DUSK2017 Powered by The Prince Park Tower Tokyo
          presented by 
【場  所】 プリンス芝公園（
【日  程】 2017

【内  容】 ＜
         

           

          ＜
         
             

【料  金】 ヨガ参加費
【お客さまからのお問合わせ】

 

過ごしやすい秋に屋外アクティビティの過ごしやすい秋に屋外アクティビティの過ごしやすい秋に屋外アクティビティの過ごしやすい秋に屋外アクティビティの

 パークタワー東京（所在地：東京都港区芝公園

に見上げる屋外施設「プリンス芝公園」

「お月見ヨガ」を 2017 年

いたします。 

プリンス芝公園は目の前に東京タワーを見上げ、豊かな

過ごしやすい秋に開放的な屋外空間で体を動かし、心身ともにリフレッシュしていただくため、

ヨガスタジオの「True Nature

の夜景が広がる公園で、

ヨガマットの無料貸出や優先エリア利用券などの特典がついた当イベント専用ご宿泊プランは

のもと「朝ヨガ」をご体験いただ

＜専用ご宿泊プラン＞ 
お月見ヨガ宿泊プラン
2017 年 10 月
ご 1 泊、朝食、
THYMES のアメニティセット付き
プリンス芝公園での朝ヨガご参加、東京タワー側のお部屋確約
ヨガマット無料貸出、会場での優先エリア利用券
1 名さま \15,200

料金には消費税、サービス料、宿泊税
※写真はイメージです。 

東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験

ヨガイベントヨガイベントヨガイベントヨガイベント

本件に関する報道各位からのお問合せ

 パークタワー東京

5400-1180（直通）

DUSK2017 Powered by The Prince Park Tower Tokyo
presented by ポカリスエットゼリー
プリンス芝公園（
2017 年 10 月 9

＜10 月 9 日（月・祝）＞
 受付     

セッション① 
セッション② 
セッション③ 
※受付とセッション①・②は宴会場「ボールルーム」、

    セッション③はプリンス芝公園にて実施いたします

＜10 月 10 日（火）
          ※プリンス芝公園にて実施いたします。

             ※専用ご宿泊プランをご利用の方向け

ヨガ参加費 無料
【お客さまからのお問合わせ】

過ごしやすい秋に屋外アクティビティの過ごしやすい秋に屋外アクティビティの過ごしやすい秋に屋外アクティビティの過ごしやすい秋に屋外アクティビティの

パークタワー東京（所在地：東京都港区芝公園

に見上げる屋外施設「プリンス芝公園」

年 10 月 9 日（月・祝）

プリンス芝公園は目の前に東京タワーを見上げ、豊かな

に開放的な屋外空間で体を動かし、心身ともにリフレッシュしていただくため、

True Nature（トゥルーネイチャー）」と共催でヨガイベントを開催いたします。

、月のあかりと癒しの

ヨガマットの無料貸出や優先エリア利用券などの特典がついた当イベント専用ご宿泊プランは

のもと「朝ヨガ」をご体験いただけるので

お月見ヨガ宿泊プラン 
月 9 日（月・祝）泊

泊、朝食、「DUSK2017
のアメニティセット付き

プリンス芝公園での朝ヨガご参加、東京タワー側のお部屋確約
ヨガマット無料貸出、会場での優先エリア利用券

15,200 より （2 名
、サービス料、宿泊税

東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験

ヨガイベントヨガイベントヨガイベントヨガイベント
【期間】【期間】【期間】【期間】    2017201720172017

本件に関する報道各位からのお問合せ

パークタワー東京 マーケティング戦略

（直通） FAX: 03

DUSK2017 Powered by The Prince Park Tower Tokyo
ポカリスエットゼリー

プリンス芝公園（2F）、宴会場「ボールルーム」（
9 日（月・祝）、

日（月・祝）＞ 
     2:00P.M.より

 3:00P.M.～4:00P.M. 
 4:30P.M.～5:30
 6:15P.M.～7:30P.M.

※受付とセッション①・②は宴会場「ボールルーム」、

セッション③はプリンス芝公園にて実施いたします

日（火）＞  8:00A.M.
※プリンス芝公園にて実施いたします。

※専用ご宿泊プランをご利用の方向け

無料 
【お客さまからのお問合わせ】 TEL: 03

ヨガイベント「

過ごしやすい秋に屋外アクティビティの過ごしやすい秋に屋外アクティビティの過ごしやすい秋に屋外アクティビティの過ごしやすい秋に屋外アクティビティの

パークタワー東京（所在地：東京都港区芝公園

に見上げる屋外施設「プリンス芝公園」にてヨガ体験するイベント「

日（月・祝）に、専用

プリンス芝公園は目の前に東京タワーを見上げ、豊かな

に開放的な屋外空間で体を動かし、心身ともにリフレッシュしていただくため、

（トゥルーネイチャー）」と共催でヨガイベントを開催いたします。

月のあかりと癒しの音楽とともに

ヨガマットの無料貸出や優先エリア利用券などの特典がついた当イベント専用ご宿泊プランは

けるので、目覚めの

日（月・祝）泊 
DUSK2017」のご参加、 

のアメニティセット付き 
プリンス芝公園での朝ヨガご参加、東京タワー側のお部屋確約
ヨガマット無料貸出、会場での優先エリア利用券

名 1 室ご利用時）
、サービス料、宿泊税が含まれております。

ザ・プリンスザ・プリンスザ・プリンスザ・プリンス

東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験

ヨガイベントヨガイベントヨガイベントヨガイベント「「「「
2017201720172017 年年年年 10101010 月月月月

本件に関する報道各位からのお問合せ 

マーケティング戦略

03-5400-1174

DUSK2017 Powered by The Prince Park Tower Tokyo
ポカリスエットゼリー 

）、宴会場「ボールルーム」（
、10 日（火） 

より   
4:00P.M.  
5:30P.M. 
7:30P.M. 

※受付とセッション①・②は宴会場「ボールルーム」、

セッション③はプリンス芝公園にて実施いたします

8:00A.M.～9:00A.M.
※プリンス芝公園にて実施いたします。 

※専用ご宿泊プランをご利用の方向けとなります。

03-5400-1111 

ヨガイベント「DUSK2017

過ごしやすい秋に屋外アクティビティの過ごしやすい秋に屋外アクティビティの過ごしやすい秋に屋外アクティビティの過ごしやすい秋に屋外アクティビティの

    

    

    

パークタワー東京（所在地：東京都港区芝公園 4

ヨガ体験するイベント「

専用ご宿泊プラン利用

プリンス芝公園は目の前に東京タワーを見上げ、豊かな緑に包まれたホテル敷地内にある一般開放施設です。

に開放的な屋外空間で体を動かし、心身ともにリフレッシュしていただくため、

（トゥルーネイチャー）」と共催でヨガイベントを開催いたします。

音楽とともに幻想的な空間でヨガをご体験いただけます

ヨガマットの無料貸出や優先エリア利用券などの特典がついた当イベント専用ご宿泊プランは

、目覚めのアクティビティの「朝活」としてお楽しみいただけます

 

プリンス芝公園での朝ヨガご参加、東京タワー側のお部屋確約
ヨガマット無料貸出、会場での優先エリア利用券付き 

室ご利用時） 
が含まれております。 

ザ・プリンスザ・プリンスザ・プリンスザ・プリンス    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

東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験

「「「「DUSK2017DUSK2017DUSK2017DUSK2017
月月月月 9999 日（月・祝）、日（月・祝）、日（月・祝）、日（月・祝）、

マーケティング戦略  広報担当

74 

DUSK2017 Powered by The Prince Park Tower Tokyo

）、宴会場「ボールルーム」（B2） 
 

※受付とセッション①・②は宴会場「ボールルーム」、 

セッション③はプリンス芝公園にて実施いたします。 

9:00A.M. 
 

となります。 

 （「DUSK2017

DUSK2017

過ごしやすい秋に屋外アクティビティの過ごしやすい秋に屋外アクティビティの過ごしやすい秋に屋外アクティビティの過ごしやすい秋に屋外アクティビティの「夜活」と「朝活」をご提案「夜活」と「朝活」をご提案「夜活」と「朝活」をご提案「夜活」と「朝活」をご提案

4-8-1 総支配人：石川学）

ヨガ体験するイベント「DUSK2017

プラン利用者向け

緑に包まれたホテル敷地内にある一般開放施設です。

に開放的な屋外空間で体を動かし、心身ともにリフレッシュしていただくため、

（トゥルーネイチャー）」と共催でヨガイベントを開催いたします。

幻想的な空間でヨガをご体験いただけます

ヨガマットの無料貸出や優先エリア利用券などの特典がついた当イベント専用ご宿泊プランは

アクティビティの「朝活」としてお楽しみいただけます

プリンス芝公園での朝ヨガご参加、東京タワー側のお部屋確約 
 

 

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    

東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験

DUSK2017DUSK2017DUSK2017DUSK2017」」」」
日（月・祝）、日（月・祝）、日（月・祝）、日（月・祝）、10101010 月月月月

担当 

DUSK2017 Powered by The Prince Park Tower Tokyo 

 

DUSK2017」係） 

DUSK2017」 開催概要

「夜活」と「朝活」をご提案「夜活」と「朝活」をご提案「夜活」と「朝活」をご提案「夜活」と「朝活」をご提案

総支配人：石川学）

2017」を開催し、月明かりのもとで行う

向けの「朝ヨガ」を

緑に包まれたホテル敷地内にある一般開放施設です。

に開放的な屋外空間で体を動かし、心身ともにリフレッシュしていただくため、

（トゥルーネイチャー）」と共催でヨガイベントを開催いたします。

幻想的な空間でヨガをご体験いただけます

ヨガマットの無料貸出や優先エリア利用券などの特典がついた当イベント専用ご宿泊プランは

アクティビティの「朝活」としてお楽しみいただけます

    

東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験

」」」」をををを開催開催開催開催
月月月月 10101010 日（火）日（火）日（火）日（火）

開催概要 

201

「夜活」と「朝活」をご提案「夜活」と「朝活」をご提案「夜活」と「朝活」をご提案「夜活」と「朝活」をご提案    

総支配人：石川学）は、東京タワーを目の前

開催し、月明かりのもとで行う

の「朝ヨガ」を 10 月

緑に包まれたホテル敷地内にある一般開放施設です。

に開放的な屋外空間で体を動かし、心身ともにリフレッシュしていただくため、メディテーション

（トゥルーネイチャー）」と共催でヨガイベントを開催いたします。開催 1 日目は、都心

幻想的な空間でヨガをご体験いただけます

ヨガマットの無料貸出や優先エリア利用券などの特典がついた当イベント専用ご宿泊プランは、朝の澄んだ空気

アクティビティの「朝活」としてお楽しみいただけます

東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験

開催開催開催開催    
日（火）日（火）日（火）日（火）    

2017 年 9 月 

 

東京タワーを目の前

開催し、月明かりのもとで行う

月 10 日（火）に

緑に包まれたホテル敷地内にある一般開放施設です。

メディテーション

日目は、都心

幻想的な空間でヨガをご体験いただけます。また、

朝の澄んだ空気

アクティビティの「朝活」としてお楽しみいただけます。 

東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験東京タワーを見上げながら「お月見ヨガ」と「朝ヨガ」体験    

 

 

東京タワーを目の前

開催し、月明かりのもとで行う 

日（火）に  

緑に包まれたホテル敷地内にある一般開放施設です。

メディテーション  

日目は、都心

。また、   

朝の澄んだ空気


