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株式会社プリンスホテルが運営する都内 5 つのプリンスホテル（ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町、ザ・プリンス  

パークタワー東京、グランドプリンスホテル新高輪、東京プリンスホテル、品川プリンスホテル）は、100 年以上の歴史を

持つラグジュアリーコニャック「ルイ 13 世」と、「ルイ 13 世」をご堪能いただくプランを 2017 年 10 月 12 日（木）より販売

いたします。 

「ルイ 13 世」は、フランス・コニャック地方で最良の土地とされるグランド・シャンパーニュ地区のぶどうだけを使用し、 

醸造するレミーマルタン家がコニャック地方に移住した当時の国王・ルイ 13 世へのオマージュとして 1874 年に誕生  

した 100 年以上の歴史を持つコニャックです。複雑な香りと余韻はほかに類がないと評されております。 

クリスマスシーズンを前に、華やかで優雅なひとときを提供するため、都内 5 つのプリンスホテルのバーにて      

「ルイ 13 世」を販売いたします。また、ザ・プリンス パークタワー東京とザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町では、  

「ルイ 13 世」の世界をより深くご堪能いただける 130 万円の宿泊プランをご用意いたしました。そのほか、ザ・プリンス 

パークタワー東京のレストランでは食事の締めくくりに「ルイ 13 世」を味わうクリスマスディナーを販売するなど、「喜びの

迷宮へ誘う」と表現されるラグジュアリーコニャックが演出する陶酔の世界をお楽しみいただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎本件に関する報道各位からのお問合せは 

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町 事業戦略（マーケティング）/ 広報担当 

 TEL：03-3234-1111  FAX：03-3234-1179 

ザ・プリンス パークタワー東京、東京プリンスホテル マーケティング戦略/ 広報担当 

TEL:03-5400-1180   FAX: 03-5400-1174 

グランドプリンスホテル新高輪、品川プリンスホテル マーケティング戦略/ 広報担当 

 TEL:03-3447-1133  FAX：03-3473-1115 
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1 泊 130 万円の宿泊プラン 
  ルイ 13 世の世界観をゆったりとご堪能いただくため、ルイ 13 世とともに過ごすご宿泊プランをご用意いたしました。

ルイ 13 世にちなみ、1 泊 130 万円で販売いたします。 
 

■■■■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    

18 世紀フランス・ルイ 15 世時代をイメージしたインテリアで彩られた 

約 220 ㎡の「ハーバーロイヤルスイートルーム」は、専属バトラーのフル 

サービスによりお好みのスタイルでお過ごしいただける特別ルームです。 

都内を一望するベルサイユ宮殿のようにきらびやかな客室では、「ルイ 

13 世」ブランドアンバサダーによるテイスティングや「ルイ 13 世」とともに 

楽しめるスペシャルディナーをご用意し、ルイ 13 世の世界観を空間と 

あわせてご堪能いただけます。 
 

【プラン名】 ROYAL STAY （ロイヤルステイ） 

【料   金】 \1,300,000．- （2 名さま 1 室ご利用時、2 名さま料金） 

【期 間】 2017 年 12 月 1 日（金）～25 日（月） 

【内 容】 ・ハーバーロイヤルルーム（220 ㎡）ご 1 泊（専属バトラーサービス付き） 

        ・「ルイ 13 世」700ml ボトル 1 本 

        ・「ルイ 13 世」ミニチュアボトル（ブック型 BOX 入り）のギフト 1 セット 

        ・「ルイ 13 世」ブランドアンバサダーによるお部屋でのテイスティング 

        ・ご夕食としてレストラン ブリーズヴェールの「シェフのスペシャリテ」を 

お部屋にご用意 

        ・夜景を眺められるビューバスにてバラのフラワーバス 

【特 典】 ルイ 13 世オリジナルグラス（2 脚）、ブランドブック 

【お客さまからのお問合せ・ご予約】 TEL: 03-5400-1111 （宿泊予約係） 
※上記料金は消費税・サービス料・宿泊税が含まれております。 

※ご予約は 7 日前までとなります。 

 

■■■■ザ・プリンスギャラリーザ・プリンスギャラリーザ・プリンスギャラリーザ・プリンスギャラリー    東京紀尾井町東京紀尾井町東京紀尾井町東京紀尾井町    

100 年かけて樽で熟成を重ねた、自然との時間が作り出す芸術、香りが完璧な状態を意味する「Perfection」 をプラン

名に取り入れ、ホテル名を冠する「ザ・プリンスギャラリー スイート」をルイ 13 世の代表的なフレーバーの 1 つである赤

バラで飾り、ルイ 13 世の世界感を演出いたします。さらに、ルイ 13 世のフレーバーを取り入れたスパトリートメントで心

身ともにルイ 13 世をご堪能いただけます。その他、「ルイ 13 世」ミニチュアボトル付き宿泊プランもご用意しております。 
 
【プラン名】 LOUIS PERFECTION 

【期   間】 12 月 1 日（金）～25 日（月） 

【料   金】 \1,300,000．- (2 名さま 1 室ご利用時、2 名さま料金) 

【内 容】 ・ザ・プリンスギャラリー スイート（148 ㎡）ご 1 泊 

        ・「ルイ 13 世」700ml ボトル 1 室につき 1 本 

        ・「ルイ 13 世」オリジナルペアグラスのプレゼント 

        ・「ルイ 13 世」ブランドアンバサダーによるお部屋でのテイスティング 

        ・お部屋でのペアリングディナー 

        ・「ルイ 13 世」ブランドブック 

        ・「SWISS PERFECTION SPA KIOI」スパスイートにて「ルイ 13 世」のフレーバーを取り入れたトリートメント 

【プラン名】 LOUIS ROUGE 

【料   金】 \300,000．- （2 名さま 1 室ご利用時、2 名さま料金） 

【期   間】 12 月 1 日（金）～25 日（月） 

【内 容】 ・デザイナーズ スイート（100 ㎡）ご 1 泊 

        ・「ルイ 13 世」ミニチュア 50ml ボトルお 1人さまにつき 1 本 

        ・お部屋でのアミューズ 

        ・「ルイ 13 世」ブランドブック 

        ・「SWISS PERFECTION SPA KIOI」スパトリートメント 10％割引クーポン 

【お客さまからのお問合せ・ご予約】 03-3234-1111 
※上記料金は消費税・サービス料・宿泊税が含まれております。 
※ご予約は 7 日前までとなります。 

「ルイ 13 世」 販売概要 



バーでのボトル・グラス販売 
 5 つのプリンスホテルのバー7店舗にて、「ルイ 13 世」を販売いたします。各店舗ではルイ 13 世オリジナルグラス

でお召しあがりいただきます。 
   
  【商 品 名】  レミーマルタン「ルイ 13 世」 

  【料  金】  ボトル（700ml）  \650,000 

            グラス（45ml）  \42,000、  グラス（30ml） \28,000、  グラス（10ml） \10,000 

  ※上記料金は消費税が含まれております。別途サービス料を頂戴いたします。 
  

■ザ・プリンスギャラリー■ザ・プリンスギャラリー■ザ・プリンスギャラリー■ザ・プリンスギャラリー    東京紀尾井町東京紀尾井町東京紀尾井町東京紀尾井町        

重厚感漂う落ち着いた雰囲気のオーセンティックバー「ザ・バー イルミード」、 

万華鏡のように映り変わる都心の景色を楽しめる「スカイギャラリーラウンジ  

レヴィータ」にてルイ 13 世をボトルとグラスで販売いたします。 

【提供店舗】 「ザ・バー イルミード」（35F） 

【提供時間】 5:00P.M.～0:00MID 

【提供店舗】 「スカイギャラリーラウンジ レヴィータ」（35F） 

【提供時間】 11:00A.M.～5:00P.M.／5:00P.M.～1:00A.M. 

【お客さまからのお問合せ】 TEL: 03-3234-1136（レストラン予約） 

※画像は「ザ・バー イルミード」です。 

 

■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        

目の前にそびえる東京タワーと都内の夜景を一望する「スカイラウンジ ステラ 

ガーデン」では、「ルイ 13 世」限定でボトルキープサービスを対応いたします。 

【提供店舗】 「スカイラウンジ ステラガーデン」（33F） 

【提供時間】 平日   5:00P.M.～2:00A.M. 

         休前日  3:00P.M.～2:00A.M. 

         休日   3:00P.M.～12:00MID. 

【お客さまからのお問合せ】 TEL: 03-5400-1154（直通） 
※木目調のインテリアで落ち着いた空間の「メインバー もくれん」でもボトルとグラスで販売いたします。 

※「スカイラウンジ ステラガーデン」では 5:00P.M.よりテーブルチャージ\1,080 を頂戴いたします。 

 

■東京プリンスホテル■東京プリンスホテル■東京プリンスホテル■東京プリンスホテル    

開業 53 年を迎えた東京プリンスホテル内にある、クラシカルで落ち着いた 

空間の「メインバー ウインザー」でボトルとグラスで販売いたします。 

【提供店舗】 「メインバー ウインザー」（1F） 

【提供時間】 平日・土曜   5:00P.M.～12:00MID. 

         祝日       5:00P.M.～11:00P.M. 

         日曜       定休 

【お客さまからのお問合せ】 TEL: 03-3432-1140 

 

■グランドプリンスホテル新高輪■グランドプリンスホテル新高輪■グランドプリンスホテル新高輪■グランドプリンスホテル新高輪    

小山敬三画伯による浅間山を描いたロビー絵画の奥にあり、高い天井と 

広い空間が特徴の「メインバー あさま」でボトルとグラスを販売いたします。 

【提供店舗】 「メインバー あさま」（1F） 

【提供時間】 5:00P.M.～1:00A.M. 

【お客さまからのお問合せ】 TEL: 03-3447-1139 

 

 

■品川プリンスホテル■品川プリンスホテル■品川プリンスホテル■品川プリンスホテル    

最上階 39 階に 2017 年 12 月に誕生する 9つのエリアを持つレストラン 

「Dining & Bar TABLE 9 TOKYO」でボトルとグラスを販売いたします。 

【提供店舗】 「Dining & Bar TABLE 9 TOKYO」Bar エリア（39F） 

【提供時間】 5:00P.M.～4:00A.M. 

【お客さまからのお問合せ】 TEL: 03-5421-1114  
 

 

 



ルイ 13 世で締めくくるスペシャルディナー 
 

ザ・プリンス パークタワー東京のスペシャリティーダイニング「レストラン  

ブリーズヴェール」では、ニューヨークのスターシェフ、デイヴィッド・ブーレイ氏 

のレシピを取り入れたクリスマススペシャルディナーとして提供し、締めくくり 

の一杯「ディジェスティフ」として、「ルイ 13 世」を提供いたします。 

デイヴィッド・ブーレイ氏と同レストランは 2015 年にシェフ招聘フェアを開催 

するなど交流を重ねており、「ブーレイ・マジック」と称される、魔法のような 

美味の技法を特別に授かり、シェフ・吉田功がアレンジいたしました。 

世界で賞賛されるレシピを取り入れたスペシャルディナーと、世界で評価される 

歴史あるラグジュアリーコニャック、コニャックにあわせてエグゼクティブシェフ 

パティシエ・内藤武志が考案したオリジナルチョコレートとともに、特別な夜を 

お楽しみいただきます。 

 

【メニュー名】 クリスマスディナー 

【提供店舗】 ザ･プリンス パークタワー東京 

         「レストラン ブリーズヴェール」（33F） 

【販売料金】 1 名さま \26,000 

【販売期間】 2017 年 12 月 22 日（金）～25 日（月） 

【提供時間】 5:30P.M.～10:00P.M.（ラストオーダー9:00P.M.） 

【お客さまからのお問合せ】 TEL: 03-5400-1154（直通） 

※上記料金は消費税が含まれております。別途 10％サービス料を頂戴いたします。 

※仕入れ状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。 

※特定原材料 7 品目アレルギー（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）のある 

  お客さまは、係にお申し出ください。 

 
 

 

 

 

「ルイ 13 世」とは 

    フランス・コニャック地方で最良の土地とされるグランド・シャンパーニュ 

地区のぶどうのみを使用し、100 年の時を経た 1200種もの蒸留酒を 

ブレンドさせた複雑な香りや余韻に特徴を持つコニャックです。1874 年 

の誕生以来、5 世代にわたるセラーマスターたちが独自のノウハウにて 

ブレンドによるさまざまな香りの絶妙なバランスを継承しています。複雑 

で甘美な風味は「ルイ 13 世に出会うと生まれ変わる」と表現されるなど 

世界のラグジュアリーコニャックとして知られています。クリスタル職人に 

より手作業で作り出される芸術作品のようなデキャンタも特徴です。 

 

 「ルイ 13 世」風味の特徴 

1 番目 コニャック専用のティエルソン（樽）の力強い香り 

2 番目 繊細でフローラルなノート（ジャスミン、ローズ、ヴァイオレット） 

3 番目 
スパイシートーン（ジンジャー、ナツメグ）のほか、トゥニーポート、シガーボックス、ユ

ーカリ、サンダルウッドなど 

 
 

 

 

 

 

メニュー（一例）   

 

◎トリュフとスクランブルエッグ コンテチーズの 

エスプーマ 

◎トリュフの餡でいただく芳醇なずわい蟹と 

ポルチーニのフラン 

・あわびのソテー 深みのある肝いりオランデーズ 

ソースで 

・和牛フィレ肉とフォアグラのロッシーニ  

・「ルイ 13 世」 （10ｍｌ） 

 

※◎印はデイヴィッド・ブーレイ氏によるレシピを 

  シェフ・吉田功がアレンジしたものです。 


