お食事10回でお食事券プレゼント 対象店舗のご案内
営業内容の変更等がございますので、ご利用の際は各施設のホームページをご覧いただくか、ご予約時にご確認をお願いいたします。
2022年5月現在
レストランチケットは下記店舗でご利用いただけます。
ご利用についてのお問合せはプリンスステータス メンバーコンシェルジュデスクで承ります。
※改装や季節によるクローズ、季節限定営業のため、ご利用いただけない場合がございます。
※店舗により、事前のご予約が必要な場合がございます。
※定休日、またはその他の事情によりご利用いただけない場合がございます。
※レストランチケットはお部屋付けでの会計時にはご利用いただけません。

施設名

対象店舗
WASHOKU 蒼天 SOUTEN
All-Day Dining OASIS GARDEN
ザ･プリンスギャラリー 東京紀尾井町 Sky Gallery Lounge Levita
The Bar illumiid
La Maison Kioi
レストラン ブリーズヴェール
日本料理 芝桜
寿司 濱芝
天ぷら 天芝
焼き鳥 とり芝
ザ・プリンス パークタワー東京
中国料理 陽明殿
ステーキハウス 桂
スカイラウンジ ステラガーデン
ロビーラウンジ
メインバー もくれん
パーティールーム
ブッフェダイニング ポルト
カフェ&バー タワービューテラス
和食 清水・寿司処 五徳・天ぷら処 福佐
東京プリンスホテル
中国料理 満楼日園
メインバー ウインザー
ティーサロン ピカケ
ビアガーデン ガーデンアイランド
リストランテ カフェ チリエージョ
ザ･プリンス さくらタワー東京
鉄板焼 しゃぶしゃぶ ステーキハウス 桂
フランス料理 ル・トリアノン
グランドプリンスホテル高輪
天婦羅 若竹
ラウンジ 光明
和食 清水
中国料理 古稀殿
ブッフェ&カフェ スロープサイドダイナーザクロ
メインバー あさま
グランドプリンスホテル新高輪
Lounge Momiji
高輪フォレストガーデン
スカイプールスナック
ダイヤモンドプールスナック
カレーショップ シエール
味街道 五十三次
和ビストロ いちょう坂
品川プリンスホテル
中国料理 品川大飯店
リュクス ダイニング ハプナ
DINING & BAR TABLE 9 TOKYO
コーヒーラウンジ マウナケア
和風ダイニング＆バー FUGA（風雅）
新宿プリンスホテル
ブッフェダイニング プリンスマルシェ
ザ・ステーション カフェバー
カフェ＆ダイニング Chef's Palette
レストラン バイエルン
サンシャインシティプリンスホテル
和食 むさし野
中国料理 古稀殿
東京ベイ潮見プリンスホテル
Restaurant＆Bar TIDE TABLE Shiomi
トップ オブ ヨコハマ バーラウンジ
トップ オブ ヨコハマ 鉄板焼＆ダイニング
新横浜プリンスホテル
日本料理 羽衣
ブッフェダイニング ケッヘル
ビアガーデン
メインダイニングルーム ル･トリアノン
レストラン レイクサイドグリル
ザ･プリンス 箱根芦ノ湖
メインバー ひのき
ラウンジ やまぼうし
グリル
箱根仙石原プリンスホテル
メインダイニングルーム プラ デュ ジュール
S.DINING
大磯プリンスホテル
中国料理 滄
レストラン ル・トリアノン
鎌倉プリンスホテル
ラウンジ あじさい
和食 むさし野
中国料理 古稀殿
川越プリンスホテル
ブッフェレストラン エトワール
メインバー ウインザー
ロビーラウンジ
メインダイニング
グリル
川奈ホテル
田舎家
サンパーラー

《お問合せ・ご予約》
プリンススステータス ゴールドメンバーコンシェルジュデスク
0120-08-1111
プリンススステータス プラチナメンバーコンシェルジュデスク
0120-07-1111
営業時間：当面の間9:00A.M.～6:00P.M.（年末年始を除く）
受付時間が変更となる場合がございますので予めご了承ください。

施設名

対象店舗
メインダイニングルーム かもめ
下田プリンスホテル
レストラン サンルーム
苗場プリンスホテル
レストラン アゼリア
ダイニングルーム ボーセジュール
ザ･プリンス 軽井沢
バー ウインザー
ライブラリーカフェ りんどう
All Day Dining Karuizawa Grill
軽井沢プリンスホテル イースト
すき焼 しゃぶしゃぶ 鉄板焼 爽風
ALL DAY DINING LOUNGE / BAR Primrose
日本料理 からまつ
軽井沢プリンスホテル ウエスト
中国料理 桃李
宴会場特設ブッフェ
軽井沢 浅間プリンスホテル
ダイニング ブルーム
メインダイニングルーム
和食堂 松風
万座プリンスホテル
レストラン しゃくなげ
中国料理 錦
万座高原ホテル
レストラン 白根
ホテルレストラン
嬬恋プリンスホテル
クラブハウスレストラン
メインダイニングルーム
レストラン ウエストサイド
志賀高原プリンスホテル
ダイニングルーム
レストラン 水芭蕉
バール・エトワール
フランス料理 トリアノン
ステーキハウス 桂
札幌プリンスホテル
中国料理 芙蓉城
ブッフェレストラン ハプナ
スカイラウンジ トップ オブ プリンス
メインダイニングルーム
和食 からまつ
メインバンケットホール
Soh's BAR
新富良野プリンスホテル
珈琲 森の時計
ル・ゴロワ フラノ
ラウンジ トップ オブ フラノ
函館大沼プリンスホテル
メインダイニングルーム
ルーペーニュ
屈斜路プリンスホテル
ラ･グロリエット
トップ オブ クシロ
釧路プリンスホテル
中国料理 錦
フランス料理 こぶし
雫石プリンスホテル
プリンスルーム
十和田プリンスホテル
メインダイニングルーム
名古屋プリンスホテル スカイタワー Ｓｋｙ Ｄｉｎｉｎｇ 天空
メインダイニング いと桜
中国料理 桃園
ザ・プリンス 京都宝ヶ池
日本料理 宝ヶ池
ロビーラウンジ 水の音
バー アスコット
フランス料理 ボーセジュール
レイクビューダイニング ビオナ
和食 清水
中国料理 李芳
びわ湖大津プリンスホテル
スカイラウンジ トップ オブ オオツ
ロビーラウンジ ポート ニオ
バーベキューレストラン レイクサイドガーデン
ステーキ＆シーフード ボストン
中国料理 李芳
グランドプリンスホテル広島
スカイラウンジ トップ オブ ヒロシマ
ラウンジ モロキニ
レストラン
日南海岸 南郷プリンスホテル
沖縄プリンスホテル オーシャンビューぎのわん オールデイダイニング ジノーン

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイド

