
2021 年 8 月 13 日 

 

 

お客さま各位 

 

 

新型コロナウイルス感染症 感染拡大防止等に伴う営業内容変更について 

【2021 年 8 月 13 日 4:00P.M.現在】 

 

平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。 

 

プリンスホテルでは、今般の新型コロナウイルス感染症（COVID-19）の感染拡大を受け、感染拡大防止等を  

目的として、一部店舗の時間変更を行わせていただきます。詳細は次ページ以降を確認ください。 

 

プリンスホテルでは、より安全で清潔な環境を作り、お客さまに快適なひとときをお過ごしいただけますよう 

新たな衛生・消毒基準「Prince Safety Commitment（プリンス セーフティー コミットメント）」を策定、 

導入いたしております。  

 

大変ご迷惑をお掛けいたしますが、今後も状況を注視し、お客さまが安心してお過ごしいただけますよう努めて

まいりますので何卒ご理解をいただき、今後とも弊社施設をご愛顧賜りますようお願い申しあげます。 

 

ザ・プリンス さくらタワー東京 

グランドプリンスホテル高輪 

グランドプリンスホテル新高輪 

総支配人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【宿   泊】現在、「グランドプリンスホテル高輪」の営業を、「ザ・プリンス さくらタワー東京」、 

「高輪 花香路」および「グランドプリンスホテル新高輪」へ集約させていただいております。 

       ※状況によりご案内が変更になる場合がございます。 

 

【レストラン】※当面の間、アルコール類のご提供は中止とさせていただきます。 

 
■レストラン予約（TEL：03-3447-1139）は、受付時間を当面 10:00A.M.～6:00P.M.とさせていただきます。 

ホテル 名称 期間 営業内容

リストランテ カフェ チリエージョ 8/9～当面

朝食        7:00A.M.～ 10:00A.M.（L.O.10:00A.M.）

ランチ     11:30A.M.～    3:00P.M.（L.O. 2:30P.M.）

ティータイム  10:00A.M.～    5:00P.M.

ディナー         5:00P.M.～    8:00P.M.（L.O.7:00P.M.  ）

※ディナータイムは8/13より営業させていただきます。

なだ万 高輪プライム 7/24～当面 営業休止

インルームダイニング 8/9～当面 6:00A.M.～10:00P.M.

7/24～8/13まで 営業休止

8/14～当面
ランチ     11:30A.M.～    3:00P.M.（L.O. 2:30P.M.）

ディナー         5:00P.M.～    8:00P.M.（L.O.7:00P.M. ）

※ランチ・ディナータイムともに土・休日のみの営業とさせていただきます。

鉄板焼 しゃぶしゃぶ ステーキハウス 桂 7/19～当面

ランチ     11:30A.M.～    3:00P.M.（L.O. 2:30P.M.）

ディナー         5:00P.M.～    8:00P.M.（L.O.7:00P.M. ）

※ランチ・ディナータイムともに土・休日のみの営業とさせていただきます。

（8/13～16の期間は営業いたします。）

ラウンジ 光明 8/9～当面 11:00A.M.～8:00P.M.（L.O.7:30P.M.）

インルームダイニング 8/9～当面 6:00A.M.～10:00P.M.

茶寮 惠庵 ご予約制

天婦羅 若竹 営業休止

グランカフェ パティオ 8/9～当面 営業休止

シガーショップ＆バー

ル・コネスール
当面 営業休止

Buffet&Café

SLOPE SIDE DINNER ZAKURO
8/9～当面

朝食        7:00A.M.～ 10:00A.M.

ランチ   11:30A.M.～    3:30P.M.（L.O. 3:00P.M.）

ディナー          5:00P.M.～    8:00P.M.（L.O.7:30P.M. ）

※朝食は8/10より営業いたします。

※8/10～12の期間はディナータイムを営業休止とさせていただきます。

中国料理 古稀殿 8/9～当面
ランチ   11:30A.M.～    3:00P.M.（L.O. 2:30P.M.）

ディナー          5:00P.M.～    8:00P.M.（L.O.7:00P.M. ）

※祝日を除く月曜・木曜日は定休日とさせていただきます。

インルームダイニング 8/9～当面 6:00A.M.～10:00P.M.

Lounge Momiji 8/9～当面 9:00A.M.～8:00P.M.（L.O.7:30P.M. ）

Chocolate Salon Takanawa 8/9～当面 11:00A.M.～6:00P.M.

和食 清水 8/9～当面
ランチ   11:30A.M.～    3:00P.M.（L.O. 2:30P.M.）

ディナー          5:00P.M.～    8:00P.M.（L.O.7:00P.M. ）

※祝日を除く火曜・水曜日は定休日とさせていただきます。

メインバー あさま 営業休止

和室 秀明 ご予約制

当面

グランドプリンスホテル新高輪

当面

ザ・プリンス さくらタワー東京

グランドプリンスホテル高輪

フランス料理 ル・トリアノン



 

 

【クラブラウンジ】 

 

※当面の間、アルコール類のご提供は中止とさせていただきます。  

（尚、ご滞在中はお部屋にてアルコールをお楽しみいただけるよう、チェックイン後、ワインもしくは 

スパークリングワインを 1 滞在につきボトル 1 本をお部屋にお届けいたします。） 

 

【スパ＆フィットネス】 

 

 

【ウエディング】 

 
 

【その他】 

 
※状況によりご案内が変更になる場合がございます。あらかじめご了承くださいますよう、お願い申しあげます。    

 

＜感染予防対策＞ 

当ホテルでは、建築物環境衛生管理基準に則って、定期的に二酸化炭素濃度を計測しており、常に二酸化炭素濃

度は 1,000ppm 以下に保たれております。 

また、新たな衛生・消毒基準「Prince Safety Commitment（プリンス セーフティー コミットメント）」を策定

し、より安全で清潔な空間でお客さまをお迎えいたします。 

詳細はこちらをご覧ください。 

「Prince Safety Commitment（プリンス セーフティー コミットメント）」   

より安全で清潔、快適な空間でお客さまをお迎えいたしますので、 安心してお過ごしください。   以上 

ホテル 施設 期間 変更内容

ザ・プリンス さくらタワー東京 エグゼクティブラウンジ

グランドプリンスホテル高輪 クラブラウンジ 花雅

高輪 花香路 ラウンジ 桜彩

グランドプリンスホテル新高輪 クラブラウンジ

7:00A.M.～8:00P.M.

朝食          7:00A.M.～ 10:00A.M.
ティータイム    10:00A.M.～   5:00P.M.
カクテルタイム   5:00P.M.～   7:00P.M.
ナイトキャップ      7:00P.M.～   8:00P.M. (L.O.7:30P.M.)

当面

ホテル 施設 期間 変更内容

フィットネスジム
サウナ&ブロアバス

当面 7:00A.M.～8:00P.M. (受付 7:30P.M.まで)

グランドプリンスホテル高輪 当面 営業休止

グランドプリンスホテル新高輪 当面 24時間
フィットネスルーム

高輪 花香路

スパ ザ サクラ

SPA たゆた

ザ・プリンス さくらタワー東京
7/1～当面 10:00A.M.～8:00P.M. （受付7:00P.M.まで）

7/1～当面 12:30P.M.～6:00P.M. （受付前日まで）

ホテル 名称 期日 変更内容

ウエディング グランドプリンスホテル高輪 ウエディングサロン 当面

【完全予約制】
ご来館をご希望のお客さまは事前に
ご予約をお願いいたします
ウエディングサロン
TEL:03-3447-1122
平日：11:00A.M.～5:00P.M.
（水曜定休）
土・休日：9:00A.M.～5:00P.M.

ホテル 名称 期間 変更内容

ザ・プリンス さくらタワー東京
グランドプリンスホテル高輪

グランドプリンスホテル新高輪
シャトルバス 当面 土曜・日曜のみの運行とさせていただきます


