
 

 

 

 

 

 

 

 

名古屋プリンスホテル

2017 年 12

ブッフェ」を開催

「Sky Dining 

トランです。

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。

ンメニューを

やラクレットチーズ、ブッシュド・ノエルなど

名古屋市内だけでなく、より多くの方々に天空で過ごすおとなのクリスマスをお届けできるよう

たプランも販売いたします。

きらめく名古屋市街の夜景と共にクリスマスの

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クリスマス期間ならではのメニューがずらり！

◎本件に関する報道各位からのお問合せ

名古屋プリンスホテル

TEL：052

名古屋プリンスホテル スカイタワー

12 月 16 日（土）から

開催いたします。

Sky Dining 天空」は、地上約

トランです。「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。

ンメニューを 1 品お選びいただきます。
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名古屋市内だけでなく、より多くの方々に天空で過ごすおとなのクリスマスをお届けできるよう

たプランも販売いたします。

きらめく名古屋市街の夜景と共にクリスマスの
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クリスマス期間ならではのメニューがずらり！

◎本件に関する報道各位からのお問合せ

名古屋プリンスホテル

052-756-3104

名古屋を一望する夜景とともに至福のひとときを・・・

スカイタワー（所在地：

日（土）から 25 日（月）

いたします。 

天空」は、地上約140m、

「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。クリスマスディナーブッフェでは

品お選びいただきます。
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名古屋プリンスホテル スカイタワー

3104  FAX：052

名古屋を一望する夜景とともに至福のひとときを・・・

（所在地：愛知県名古屋市中村区平池町

日（月）の期間、

、31階からの開放的な

「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

クリスマスディナーブッフェでは

品お選びいただきます。彩り鮮やかな

やラクレットチーズ、ブッシュド・ノエルなどが登場いたします。

名古屋市内だけでなく、より多くの方々に天空で過ごすおとなのクリスマスをお届けできるよう
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◎本件に関する報道各位からのお問合せ 

スカイタワー 事業戦略

052-565-6111 

名古屋を一望する夜景とともに至福のひとときを・・・

 

    

    

愛知県名古屋市中村区平池町

の期間、「Sky Dining 

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

「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

クリスマスディナーブッフェでは

彩り鮮やかなブッフェボードにはクリスマス限定メニューのローストチキン

が登場いたします。 

名古屋市内だけでなく、より多くの方々に天空で過ごすおとなのクリスマスをお届けできるよう

ひとときをお過ごしいただけます。
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名古屋を一望する夜景とともに至福のひとときを・・・

愛知県名古屋市中村区平池町
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クリスマスディナーブッフェでは着席時にグラスシャンパンを

ブッフェボードにはクリスマス限定メニューのローストチキン

 

名古屋市内だけでなく、より多くの方々に天空で過ごすおとなのクリスマスをお届けできるよう

ひとときをお過ごしいただけます。
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プレミアムコーナールーム 

 

 

 

【期  間】 2017 年 12 月 16 日（土）～25 日（月） 

【料  金】 おとな \6,000 

        こども（7～12 才） \3,000 

【時  間】 1 部：5:30P.M～7:00P.M. 

 2 部：7:30P.M.～9:00P.M. 

【内  容】 クリスマスディナーブッフェ 

メイン料理 1 品チョイス 

（「オマール海老のロティソース クリュスタッセ」または「牛フィレ肉のポワレ トリュフソース 聖夜の夜に」）  

グラススパークリングワイン 1 杯付き 

       ※お子さまはハンバーグステーキをご用意しております。 

 

 

    

    

 

【プラン名】 天空で楽しむおとなのクリスマス 1 泊夕朝食付き 

【期  間】 2017 年 12 月 16 日（土）～25 日（月） 

【料  金】 おとな ： 1 名さま \15,250 より（2 名 1 室利用時） 

    ※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、ご朝食、クリスマスディナーブッフェ 

 

 

「Sky Dining 天空」概要 

 

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

【場  所】 31 階 

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

昼 食 11:30A.M. ～ 3:00P.M.   (ラストオーダー 2:30P.M.) 

夕 食  5:30P.M. ～ 9:30P.M.   (ラストオーダー 9:00P.M.) 

バー   5:30P.M. ～ 12:00MID.  (ラストオーダー フード 11:00P.M./ドリンク 11:30P.M.) 

 

 

 

※料金には消費税が含まれております。 

※特定原材料 7 品目食物アレルギー（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）をお持ちのお客さまは、

係にお申し出ください。 

※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。 

【お客さまからのご予約・お問合せ【お客さまからのご予約・お問合せ【お客さまからのご予約・お問合せ【お客さまからのご予約・お問合せ先先先先】】】】    052052052052----565565565565----1110111011101110（プリンスホテル予約センター）（プリンスホテル予約センター）（プリンスホテル予約センター）（プリンスホテル予約センター）    

 

クリスマスディナーブッフェクリスマスディナーブッフェクリスマスディナーブッフェクリスマスディナーブッフェ    

宿泊プラン宿泊プラン宿泊プラン宿泊プラン    


