
 

 
 
 
 

 

 

 

ザ・プリンス 

（所在地：東京都港区芝公園

カラーをテーマに

5 日（金）から

ザ・プリンス 

が祀られていることから、勝運祈願を込めてテーマカラーを「黒」とした「開運ランチ」

東京プリンスホテルでは、「関東のお伊勢さま」として古くから親しまれ、

とされる芝大神宮にちなみ

また、増上寺の「勝運お守り」

もご用意し、神社仏閣が点在する芝公園エリアで

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

「新春開運メニュー「新春開運メニュー「新春開運メニュー「新春開運メニュー

◎本件に関する報道各位からのお問合せは

ザ・プリンス 

マーケティング戦略

TEL: 03-5400

http://www.princehotels.co.jp/parktower/

増上寺の「黒本尊」にちなみ「黒」をテーマカラーに取り入れた
レストラン

 パークタワー東京

（所在地：東京都港区芝公園

カラーをテーマに縁起を担いで

）から 1 月 31 日（水）の期間中

 パークタワー東京は、

ていることから、勝運祈願を込めてテーマカラーを「黒」とした「開運ランチ」

東京プリンスホテルでは、「関東のお伊勢さま」として古くから親しまれ、

れる芝大神宮にちなみ

増上寺の「勝運お守り」

神社仏閣が点在する芝公園エリアで

ラッキーカラーをテーマにしたメニューを展開ラッキーカラーをテーマにしたメニューを展開ラッキーカラーをテーマにしたメニューを展開ラッキーカラーをテーマにしたメニューを展開

「新春開運メニュー「新春開運メニュー「新春開運メニュー「新春開運メニュー

◎本件に関する報道各位からのお問合せは

 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 / 

5400-1180（直通）

http://www.princehotels.co.jp/parktower/

増上寺の「黒本尊」にちなみ「黒」をテーマカラーに取り入れた
レストラン ブリーズヴェールの「開運ランチ」

初詣とあわせて初詣とあわせて初詣とあわせて初詣とあわせて

パークタワー東京（所在地：東京都港区

（所在地：東京都港区芝公園 3-3-1 

縁起を担いで新年を祝う「新春

日（水）の期間中

パークタワー東京は、隣接する増上寺に

ていることから、勝運祈願を込めてテーマカラーを「黒」とした「開運ランチ」

東京プリンスホテルでは、「関東のお伊勢さま」として古くから親しまれ、

れる芝大神宮にちなみ、2018 年の「強運」祈願カラーをテーマに

増上寺の「勝運お守り」と開運ランチをセットにした「新春開運ステイ

神社仏閣が点在する芝公園エリアで

ザ・プリンスザ・プリンスザ・プリンスザ・プリンス

増上寺と芝大神宮による増上寺と芝大神宮による増上寺と芝大神宮による増上寺と芝大神宮による

ラッキーカラーをテーマにしたメニューを展開ラッキーカラーをテーマにしたメニューを展開ラッキーカラーをテーマにしたメニューを展開ラッキーカラーをテーマにしたメニューを展開

「新春開運メニュー「新春開運メニュー「新春開運メニュー「新春開運メニュー
【【【【販売期間販売期間販売期間販売期間

◎本件に関する報道各位からのお問合せは

パークタワー東京、東京プリンスホテル

 広報担当 

（直通） FAX: 

http://www.princehotels.co.jp/parktower/

増上寺の「黒本尊」にちなみ「黒」をテーマカラーに取り入れた
ブリーズヴェールの「開運ランチ」

初詣とあわせて初詣とあわせて初詣とあわせて初詣とあわせて 2018201820182018

（所在地：東京都港区

 総支配人：石川学）

を祝う「新春開運メニュー

日（水）の期間中に販売いたします。

隣接する増上寺に

ていることから、勝運祈願を込めてテーマカラーを「黒」とした「開運ランチ」

東京プリンスホテルでは、「関東のお伊勢さま」として古くから親しまれ、

年の「強運」祈願カラーをテーマに

と開運ランチをセットにした「新春開運ステイ

神社仏閣が点在する芝公園エリアで初詣とあわせて新年を楽しく迎えていただ
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増上寺の「黒本尊」にちなみ「黒」をテーマカラーに取り入れた
ブリーズヴェールの「開運ランチ」 

 

2018201820182018 年の幕開けを楽しく祝う年の幕開けを楽しく祝う年の幕開けを楽しく祝う年の幕開けを楽しく祝う

    

    

（所在地：東京都港区芝公園

総支配人：石川学）は、

開運メニュー」

に販売いたします。 

隣接する増上寺に徳川家康公が

ていることから、勝運祈願を込めてテーマカラーを「黒」とした「開運ランチ」
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年の「強運」祈願カラーをテーマに

と開運ランチをセットにした「新春開運ステイ

初詣とあわせて新年を楽しく迎えていただ
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と東京プリンスホテル 

ラッキー 

月

崇敬したとされる「黒本尊」

強運よりも強い「強運（ごううん）」を授かる

」など、開運をテーマにした宿泊プラン



 

1.増上寺の「⿊」がテーマの勝運メニュー 

 増上寺に祀られる「黒本尊阿弥陀如来」は、人々の 

 悪事災難を受け止めて黒味を帯びたことに由来し、 

 徳川家康公の戦勝をはじめ物事全般を勝れた方向 

 へ運ぶ「勝運（かちうん）」を招く「黒本尊」として古くから 

 人々に慕われてきたとされます。 

  

 新年の「勝運」を願いながら楽しくお食事していただく 

 ため、窓外に都内の眺望が広がる最上階の「レストラン 

 ブリーズヴェール」で「黒」をテーマカラーにしたランチ 

 を販売いたします。 

 

 【メニュー名】 開運ランチ 

 【販売料金】 \3,500 

 【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） 

 【提供時間】 11:30A.M.～3:00P.M. 

          （ラストオーダー 2:30P.M.） 

 【お客さまからのお問合せ】 

          TEL: 03-5400-1170（レストラン予約係） 

 

 増上寺の勝運をさらに祈願する宿泊プラン 

 【プラン名】 新春開運ステイ 

 【ホ テ ル】 ザ・プリンス パークタワー東京 

 【内 容】 ・増上寺が見える客室増上寺が見える客室増上寺が見える客室増上寺が見える客室にごにごにごにご 1111 泊泊泊泊     

【内 容】 ・増上寺の「勝運お守り」お一人さま「勝運お守り」お一人さま「勝運お守り」お一人さま「勝運お守り」お一人さま 1111 つつつつ    

【内 容】 ・レストラン ブリーズヴェールの「開運ランチ」「開運ランチ」「開運ランチ」「開運ランチ」 

【料 金】 1名さま \22,900 より （1室 2名さまご利用時） 

【お客さまからのお問合せ】 TEL: 03-5400-1111 （宿泊予約係） 

 

 

2.芝大神宮の「強運」（ごううん）カラーがテーマのメニュー 

 1,000 年の歴史を持つ芝大神宮は、強運よりも強い「強運（ごううん）」を授かるとされ毎年多くの参拝客が 

 訪れています。隣接する東京プリンスホテルでは、2018 年の「強運」カラーをテーマにしたメニューをレストラン

にて販売いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

開運ランチの「黒」ポイント開運ランチの「黒」ポイント開運ランチの「黒」ポイント開運ランチの「黒」ポイント    

 

① トリュフで香りづけしたスクランブルエッグにコンテ 

チーズのエスプーマ（泡状にしたもの）とイカスミのイカスミのイカスミのイカスミの    

チュイール（生地を薄く焼いたもの）チュイール（生地を薄く焼いたもの）チュイール（生地を薄く焼いたもの）チュイール（生地を薄く焼いたもの）で飾った前菜。 

② 牛ほほ肉をやわらかく蒸して煮込んだメイン料理は 

  フルーツのような香りが特徴の黒にんにく黒にんにく黒にんにく黒にんにくとともに。 

  スタミナと開運を引き寄せる一皿です。 

③    カヌレカヌレカヌレカヌレ、黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマ黒ゴマのプリン、黒糖ブラウニー黒糖ブラウニー黒糖ブラウニー黒糖ブラウニーなど 

  ダークカラーのスイーツで締めくくります。 

①①①① 

②②②② 

③③③③ 

商品概要 （販売期間： 2018 年 1 月 5 ⽇（⾦）〜1 月 31 日（水） 

客室からの風景（増上寺側） 

芝大神宮の「強運御守」 
（左が女性向け、右が男性向け） 

 

2018201820182018 年の「強運（ごううん）」祈願カラー年の「強運（ごううん）」祈願カラー年の「強運（ごううん）」祈願カラー年の「強運（ごううん）」祈願カラー    

十干十二支の特徴から 2018 年のラッキーカラーが決まるとの

ことです。（芝大神宮） 

「若緑・白・天色」（男性）、「桃花色・金・白」（女性）「若緑・白・天色」（男性）、「桃花色・金・白」（女性）「若緑・白・天色」（男性）、「桃花色・金・白」（女性）「若緑・白・天色」（男性）、「桃花色・金・白」（女性）    

 

「強運（ごううん）御守」「強運（ごううん）御守」「強運（ごううん）御守」「強運（ごううん）御守」    

芝大神宮の「強運御守」はその年の幸運色で奉製されます。 

強運よりも強い「強運（ごううん）」を授かるとされる御守は 

毎年大変人気がございます。 

増上寺の 
勝運お守り 



強運カラーを取り入れた「開運クリームあんみつ」 

甘味のクリームあんみつを、今年の強運カラーでカラフルに 

彩りました。男性と女性の 2種、それぞれの強運カラーで 

ご用意しております。芝大神宮への初詣とあわせて、合間の 

ご休憩時におすすめの一品です。 

 

 【メニュー名】 開運クリームあんみつ 

 【販売料金】 単品\1,200 ソフトドリンクセット\2,000 

          ペアセット\2,800（2 名分のソフトドリンク付き） 

 【提供店舗】 東京プリンスホテル 

ティーサロン ピカケ （1F） 

 【提供時間】 11:00A.M.～9:00P.M.（ラストオーダー8:30P.M.） 

 【お客さまからのお問合せ】 

          TEL: 03-3432-1144（直通） 
 

強運カラーを取り入れたブッフェ 
 

ローストビーフや岩塩の上で炙るパフォーマンスが好評の 

ブッフェでは、約 70種類のメニューの中に「強運」カラーを 

意識し、カラフルなブッフェに仕上げました。 

 【メニュー名】 ランチブッフェ /  ディナーブッフェ 

 【販売料金】 ランチ 1名さま \3,200 

          ディナー 1名さま \5,500 

 【提供店舗】 東京プリンスホテル 

ブッフェダイニング ポルト （3F） 

 【提供時間】 ランチ  11:30A.M.～3:00P.M. 

          ディナー 5:30P.M.～9:30P.M.  

          ※土･休日は 5:00P.M.より 

 【お客さまからのお問合せ】 

          TEL: 03-3432-1140（レストラン予約係） 

 

参考：初詣 MAP 

ザ・プリンス パークタワー東京と東京プリンスホテルが立地する芝公園エリアは、増上寺や芝大神宮のほか、 

出世の石段で知られる愛宕神社や、徳川家康公を祀る芝東照宮、都内で一番高い場所にある東京タワー   

大神宮など、初詣とあわせて散策いただけるスポットが点在しております。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※上記料金には、消費税が含まれております。 別途サービス料 10％を頂戴いたします。 
※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。 
※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）がございましたら、係へお申し付けください。 

開運クリームあんみつの開運ポイント開運クリームあんみつの開運ポイント開運クリームあんみつの開運ポイント開運クリームあんみつの開運ポイント    

① 男性用 

抹茶アイスクリーム（若緑色）、白玉（白）、ブルー 

に色づけした寒天（天色）で彩りました。 

② 女性用 

  ストロベリーアイスクリームとラズベリー（桃花色）

に、白玉（白）と栗（金）をトッピングしました。 
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強運カラーを取り入れたディナーブッフェメニュー（イメージ） 

（画像上）増上寺 ※要確認 

（画像下）芝大神宮 


