
 

 
                                       2017 年 11 月 29 日 

「東京都心のリゾート」として進化させる計画の第「東京都心のリゾート」として進化させる計画の第「東京都心のリゾート」として進化させる計画の第「東京都心のリゾート」として進化させる計画の第 2222 弾・第弾・第弾・第弾・第 3333 弾が完了弾が完了弾が完了弾が完了    

 
 

 

 

 

 

ザ・プリンス パークタワー東京（所在地：東京都港区芝公園 4-8-1 総支配人：石川学）は、立地する芝公園エリア

において、国内外からから訪れる多くの人の幅広いニーズに対応するため 2016 年より順次進めているリニューアル 

計画の第二弾・第三弾が完了し、ロビーエリア（1F）を 2017 年 12 月１日（金）に全面オープンいたします。 

お客さまのアライバルゾーンであるロビーエリアは、ご宿泊とご宴席等のご利用でエントランスの動線を分けて 

整備し、レセプションは邸宅のようなプライベート感ある空間でゆったりとお客さまをお迎えできるような温かみ

のあるデザインに一新いたしました。さらにオリジナルのフードアイテムを販売するギフトショップを新たに   

オープンいたします。中層階「パノラミックフロア」客室（19～28 階、209 室）は、窓外に広がる眺望を生かした 

デザインで、主に個人のお客さまにお寛ぎいただける開放的な空間へと生まれ変わりました。 

虎ノ門や六本木などのビジネスエリアに隣接する都心にありながら、自然豊かな公園の中に立地するという 

類稀な特徴を生かし、「TOKYO URBAN RESORT (トーキョーアーバンリゾート)」 と位置づけてくつろぎの滞在

時間を提供し、隣接する東京プリンスホテルとともにエリア全体で多様なニーズにお応えしてまいります。 

 

＜ザ・プリンス パークタワー東京のリニューアル計画＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

◎本件に関する報道関係各位からのお問合せ先 

ザ･プリンス パークタワー東京 マーケティング戦略  （広報担当）  

TEL：03-5400-1180  FAX：03-5400-1174  http://www.princehotels.co.jp/parktower/ 

 

    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            

ロビーエリアと中層階客室がリニューアルオープンロビーエリアと中層階客室がリニューアルオープンロビーエリアと中層階客室がリニューアルオープンロビーエリアと中層階客室がリニューアルオープン    

ホテルブランドを発信するホテルブランドを発信するホテルブランドを発信するホテルブランドを発信するギフトショップが新オープンギフトショップが新オープンギフトショップが新オープンギフトショップが新オープン    

【【【【ギフトショップのオープンギフトショップのオープンギフトショップのオープンギフトショップのオープン日時】日時】日時】日時】2017201720172017 年年年年 12121212 月月月月 1111 日（金）日（金）日（金）日（金）12:00NOON12:00NOON12:00NOON12:00NOON よりよりよりより    

オープン・オープン・オープン・オープン・

改装完了(予定)改装完了(予定)改装完了(予定)改装完了(予定)
箇所箇所箇所箇所 改装内容改装内容改装内容改装内容

2016年10月1日
プレミアムクラブフロア客室（29～31階・63室）、

プレミアムクラブラウンジ（32階）

客室と専用ラウンジを整備し、“ブリージャー”利用

など、国内外ラグジュアリー層のビジネス・　レジャー

利用への対応を強化

2017年6月30日～9月15日

（順次）
パノラミックフロア客室（19～28階・209室）

国内外個人客のビジネス・レジャー利用を想定し、

客室内装のリニューアル

2017年12月1日 ロビー（1階)
デザイン・機能のバリューアップ

ギフトショップの新オープン

2018年4月（予定） パークフロア客室（3～18階・318室）
MICE参加者を中心とした利用を想定し、

客室内装のリニューアル



リニューアルリニューアルリニューアルリニューアル概要概要概要概要    

1111．ロビーエリア（．ロビーエリア（．ロビーエリア（．ロビーエリア（1111 階）階）階）階）    ※※※※2017201720172017 年年年年 12121212 月月月月 1111 日全面日全面日全面日全面オープンオープンオープンオープン    

603 室の客室と、約 2,000 ㎡を超える 2 つの大宴会場など 

大小さまざまな宴会場を備え、多くのお客さまをお迎えする 

ロビーエリアは、異なる目的のお客さまがそれぞれ快適に 

お過ごしいただけるよう、プライベート空間の演出を目的に、 

新たなデザインを取り入れ生まれ変わりました。 
 

（（（（1111）エントランス）エントランス）エントランス）エントランス    

目的により異なる動線をエントランスで左右に明確化し、 

機能的なレイアウトに変更いたしました。「森の挨拶」を 

テーマにした印象的なアートワークがお迎えいたします。 
 

（（（（2222）レセプション）レセプション）レセプション）レセプション    

 国内外から訪れるお客さまをお迎えするレセプションは、 

 邸宅の書斎をイメージしたデザインでプライベート感のある 

 落ち着いた空間を演出いたしました。 

 また対面式カウンターとは別に新たにフリーカウンターを 

 設け、お気軽にご相談いただけるようにいたしました。 

グループのお客さまのお迎えなど多目的にご利用いただける 

「パークラウンジ」は木目を基調としたデザインで落ち着いた空間 

に生まれ変わりました。 

 

((((3333））））「「「「THE SHOP at the ParkTHE SHOP at the ParkTHE SHOP at the ParkTHE SHOP at the Park」（」（」（」（1111 階）階）階）階）    ※※※※2017201720172017 年年年年 12121212 月月月月 1111 日新オープン日新オープン日新オープン日新オープン    

 ザ・プリンス パークタワー東京のオリジナル商品をはじめ、厳選した 

 フードアイテムを販売するギフトショップをロビーエリアに新たにオープン 

 いたします。大切な人への贈り物や、ホテルを訪れた記念のお土産として 

ご利用いただけるアイテムを取り揃えました。 

ザ・プリンス パークタワー東京のショーケースとして、魅力を発信して 

まいります。 

【営業時間】 10:00A.M.～8:00P.M. 
 

 ＜商品の一例＞ 

  ■オリジナルチョコレート 

   エグゼクティブシェフ パティシエの内藤武志が作る風味豊かな 

   チョコレートは一粒からギフト BOX まで揃えてご用意いたします。 

   世界最高品質のコーヒーを追求する「ミカフェート」のコーヒーを 

   使用した濃厚なチョコレートはザ・プリンス パークタワー東京の 

   オリジナルチョコレートとして販売いたします。 

   ・ミカフェート（コロンビア/グアテマラ）          \350 

   ・チョコレート（シトロン/プラリネ/ほうじ茶 など 9種） \300 

   ・BOX 販売  2個入り \800 、 4個入り \1,400 ほか 
                                        

  ■オリジナルコーヒー 

   「ミカフェート」社が、グアテマラのコーヒー名園「サン セバスティアン農園」 

で作られた 2銘柄をブレンドし、ザ・プリンス パークタワー東京オリジナル 

   ブレンドを作りました。甘みとボディの強さが特徴の「ビジャロボス種」と、 

ナチュラルに仕あげた高品質の「ブルボン種」の見事な調和をお楽しみ 

   ください。 

   ・オリジナルブレンドコーヒー ボトル焙煎豆 200g  \6,000 
 

エントランス  

レセプション  

オリジナルチョコレート （イメージ） 

THE SHOP at the Park （イメージ） 



  ■オリジナルハーブティー 

   ナチュラルなハーバルライフを提案するハーブ専門店「エンハーブ」が 

   ザ・プリンス パークタワー東京の「プリンス芝公園」に咲く花やハーブを 

   イメージし、ホテルでの滞在時間をテーマにしたオリジナルブレンドを 

   ご用意いたします。 

   ・オリジナルハーブティー（レモンマートル/ハイビスカス）  \1,800 
 

  ■プリンスホテルセレクションワイン 

   プリンスホテル エグゼクティブシェフ ソムリエ 市村義章がフランスにて 

買付けた 7種類の厳選のワインをボトルにて販売いたします。 

   ・シャブリ グランクリュ ブーグロ  \8,800他 

   ・赤白セット                   \6,500  
 

  ■国内で唯一のオリーブオイル 

   スペイン マドリードの 5 つ星ホテル「エスペリア・マドリード」内にあり、 

   ミシュラン 2 つ星レストランとして世界から注目される「サンセローニ」 

   オリジナルのオリーブオイル。国内ではザ・プリンス パークタワー東京の 

   「レストラン ブリーズヴェール」でのみ提供し好評を得ていたものを、 

   このたび満を持してオリジナル商品として販売いたします。香り豊かな 

   風味が特徴の一品です。 

   ・サンセローニ オリーブオイル  （500ml）  \6,500 

 

※上記料金には、消費税が含まれております。 ※仕入状況により、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。 

 

 

2222．パノラミックフロア（．パノラミックフロア（．パノラミックフロア（．パノラミックフロア（19191919～～～～28282828 階階階階    209209209209 室）室）室）室）    ※※※※2017201720172017 年年年年 6666 月月月月 30303030 日日日日～～～～9999 月月月月 15151515 日までに順次オープン済み日までに順次オープン済み日までに順次オープン済み日までに順次オープン済み    

 窓外に広がる都心の眺望を最大限に生かし「Panoramic Horizon 

（パノラミック ホライズン）」をデザインコンセプトに、スタンダードタイプ 

の客室でベッドやデスクの配置を窓側へ向けて変更し、常に眺望と 

ともにお過ごしいただける開放感あふれる空間に演出いたしました。 

また、約 50 ㎡のゆったりとしたパノラミックジュニアスイートルームでは 

サラウンドスピーカーシステムを採用し、ホームシアターとしてくつろぎ 

の滞在時間のエンターテインメントを提供いたします。 

国内外のレジャーを中心とした個人利用を主に想定し、全室ツイン 

またはダブルベッドの構成にいたしました。 

 

   ＜パノラミックフロア（19～28F）料金表＞ 

ルームタイプ 
客室数 面積 最大 

正規料金 
（室） （㎡） 利用人員 

パノラミックツイン 87 38 2 ¥74,844 

パノラミックキング 32 38 2 ¥74,844 

パノラミックコーナーキング 50 37.2 2 ¥74,844 

パノラミックジュニアスイート 23 50.1 2 ¥104,544 

パノラミックジュニアスイートキング 7 50.1 2 ¥104,544 

プリンススイート 10 113.3 2 ¥297,000 

   

 

 

ギフト商品 （イメージ） 

セレクションワイン （イメージ） 

パノラミックツインルーム （イメージ） 

パノラミックツイン （イメージ） 



 

4．デザイナーについて．デザイナーについて．デザイナーについて．デザイナーについて    

パノラミックフロアの客室デザインとロビーエリアのデザインは、世界各国で 

ラグジュアリーホテルのデザインで実績があり、また 2016 年 10 月に 

リニューアルオープンしたプレミアムクラブフロアおよびプレミアムクラブラウンジ 

を手がけた AB Concept がデザインし、そのデザインを基に、髙島屋スペース 

クリエイツ（株）が実施設計および施工いたしました。 

■AB Concept  

1999 年に香港を拠点に設立されたデザイン設計事務所。 

アジアを中心に世界中のホテルやレストラン、高級アパートメント 

などのデザインを手がけた実績を持ち、高い評価を得ております。 

 

芝公園エリア芝公園エリア芝公園エリア芝公園エリアのリニューアルのリニューアルのリニューアルのリニューアル    

 ザ・プリンス パークタワー東京、東京プリンスホテルが立地する芝公園エリア 

の周辺エリアでは再開発が進むなど、今後国内外から観光やビジネス目的の 

お客さまが多く集まるエリアになることが見込まれております。 

 全 603 室の客室と、約 3,000名を収容できる大宴会場を備えるザ・プリンス 

パークタワー東京の客室各フロアの機能を明確化するリニューアルを昨年 

より実施しており、個人のお客さまから宴会場利用を伴う MICE のご利用まで 

お客さまの目的に合わせた対応の強化を図っております。 

今年 4 月に、隣接する東京プリンスホテルを幅広いお客さま層への対応と 

新たなニーズの獲得のためリニューアルオープンさせており、受け皿を整備 

することで、芝公園エリアで合計約 1,000 室の客室や多彩な施設とともに、 

このエリアにおける多様なニーズへ対応してまいります。 

 

 

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    施設概要施設概要施設概要施設概要    

 

【所 在 地】〒105-8563 東京都港区芝公園 4-8-1 

【お問合せ】TEL：03-5400-1111 

【客    室】603 室 

【レストラン】12 レストラン・バー 

【宴 会 場】宴会場 17 室 

【施    設】チャペル、神殿、スパ＆フィットネス、天然温泉、ボウリングサロン、ショップ 

【開 業 日】2005 年 4 月 11 日 

 

 

 

※上記記載内容は、※上記記載内容は、※上記記載内容は、※上記記載内容は、2017201720172017    年年年年    11111111    月月月月 29292929    日現在のものであり、変更となる場合がございます。日現在のものであり、変更となる場合がございます。日現在のものであり、変更となる場合がございます。日現在のものであり、変更となる場合がございます。    

AB Concept PRINCIPAL 

Ed Ng 氏 


