
１１１１名名名名さまさまさまさま 2名2名2名2名さまさまさまさま １１１１名名名名さまさまさまさま 2名2名2名2名さまさまさまさま

¥¥¥¥15,00015,00015,00015,000 ¥¥¥¥16,50016,50016,50016,500 ¥¥¥¥16,00016,00016,00016,000 ¥¥¥¥17,50017,50017,50017,500 ¥29,000

(¥18,020) (¥19,602) (¥19,208) (¥20,790) (¥34,452)

¥¥¥¥18,00018,00018,00018,000 ¥¥¥¥19,50019,50019,50019,500 ¥¥¥¥19,00019,00019,00019,000 ¥¥¥¥20,50020,50020,50020,500 ¥36,000

(¥21,584) (¥23,366) (¥22,772) (¥24,554) (¥42,768)

¥¥¥¥16,00016,00016,00016,000 ¥¥¥¥17,50017,50017,50017,500 ¥¥¥¥17,00017,00017,00017,000 ¥¥¥¥18,50018,50018,50018,500 ¥33,000

(¥19,208) (¥20,790) (¥20,396) (¥22,178) (¥39,204)

¥¥¥¥19,00019,00019,00019,000 ¥¥¥¥20,50020,50020,50020,500 ¥¥¥¥20,00020,00020,00020,000 ¥¥¥¥21,50021,50021,50021,500 ¥40,000

(¥22,772) (¥24,554) (¥23,960) (¥25,742) (¥47,520)

１１１１名名名名さまさまさまさま 2名2名2名2名さまさまさまさま １１１１名名名名さまさまさまさま 2名2名2名2名さまさまさまさま

¥¥¥¥19,00019,00019,00019,000 ¥¥¥¥20,50020,50020,50020,500 ¥¥¥¥20,00020,00020,00020,000 ¥¥¥¥21,50021,50021,50021,500 ¥41,000

(¥22,772) (¥24,554) (¥23,960) (¥25,742) (¥48,708)

¥¥¥¥22,00022,00022,00022,000 ¥¥¥¥23,50023,50023,50023,500 ¥¥¥¥23,00023,00023,00023,000 ¥¥¥¥24,50024,50024,50024,500 ¥48,000

(¥26,336) (¥28,118) (¥27,524) (¥29,306) (¥57,024)

¥¥¥¥26,00026,00026,00026,000 ¥¥¥¥27,50027,50027,50027,500 ¥¥¥¥27,00027,00027,00027,000 ¥¥¥¥28,50028,50028,50028,500 ¥67,000

(¥31,088) (¥33,070) (¥32,276) (¥34,258) (¥79,596)

顧客専用電話: 03-3442-4763

〒108-8612　東京都港区高輪3-13-1

www.princehotels.co.jp/takanawa

平日9:00～20:00　土・日9:30～18:00

http://www.princehotels.co.jp/takanawa/contents/renewal/#hanakohro

 　上記ご宿泊特典に加え、

 *１Fクラブラウンジ「花雅」ご利用無料 (7:00A.M.～9:00P.M.: ご朝食・ティータイム・カクテルタイム・ナイトキャップのご用意)

 *1泊あたり2本のミネラルウォーターサービス

 *１F会議室ご利用2時間無料 (要予約 最長3時間まで 2時間以降1時間5,000円追加料金)

○●○●○●○●おおおお問合問合問合問合せ･ごせ･ごせ･ごせ･ご予約予約予約予約●○●○●○●○

　*上記料金は個人を対象にしたご宿泊の特別料金です。団体の場合は別途ご相談ください。

　*チェックイン　14:00 /　チェックアウト　11:00　

　*上段は1室1泊あたりの室料のみ、下段はサービス料･消費税(8%)・宿泊税が含まれた料金です。

        ****リニューアルオープンをリニューアルオープンをリニューアルオープンをリニューアルオープンを機機機機にににに全室禁煙全室禁煙全室禁煙全室禁煙となりましたとなりましたとなりましたとなりました。。。。

 ～ ～ ～ ～ごごごご宿泊特典宿泊特典宿泊特典宿泊特典のごのごのごのご案内案内案内案内～～～～

 *ご朝食: 1名あたり2,600円(消費税込)の追加料金でご利用可能 (一般料金 3,000円)

 *レストラン・バー(一部除く)ご利用時 10%割引サービス

 *客室内Wi-Fi接続無料・フィットネスセンター利用無料・駐車場利用無料

 ～ ～ ～ ～クラブフロアごクラブフロアごクラブフロアごクラブフロアご宿泊特典宿泊特典宿泊特典宿泊特典のごのごのごのご案内案内案内案内～～～～

正規料金

<クラブフロア><クラブフロア><クラブフロア><クラブフロア>

(キング)200x203

21.1

❘

24.4

32.1

❘

35.0

45.0

客室タイプ 広さ ベッドサイズ(cm)

1～31～31～31～3月月月月・5・5・5・5～9～9～9～9月月月月・12・12・12・12月月月月 4・10・114・10・114・10・114・10・11月月月月

１２

❘

１５

F

クラブスーペリア

(ツイン・ダブル・キング)

(ツイン)110x203

(ダブル)160x203

(キング)200x203

クラブデラックス

(ツイン・キング)

(ツイン)110x203

(キング)200x203

プレミアデラックス

(キング)

(ツイン)110x203

(ダブル)160x203

(キング)200x203

デラックス

(ツイン・キング)

3

❘

9

F

スーペリア

(ツイン・ダブル・キング)

(ツイン)110x203

(ダブル)160x203

(キング)200x203

デラックス

(ツイン・キング)

(ツイン)110x203

(キング)200x203

21.1

❘

24.4

32.1

❘

35.0

21.1

❘

24.4

32.1

❘

35.0

(ツイン)110x203

(キング)200x203

10

❘

１１

F

スーペリア

(ツイン・ダブル・キング)

正規料金

グランドプリンスホテルグランドプリンスホテルグランドプリンスホテルグランドプリンスホテル高輪高輪高輪高輪

2017年 2017年 2017年 2017年 コーポレートコーポレートコーポレートコーポレート料金料金料金料金のごのごのごのご案内案内案内案内

(2017年1月2日～2017年12月30日)

客室タイプ

広さ

(㎡)

ベッドサイズ(cm)

1～31～31～31～3月月月月・5・5・5・5～9～9～9～9月月月月・12・12・12・12月月月月 4・10・114・10・114・10・114・10・11月月月月

グランドプリンスホテルグランドプリンスホテルグランドプリンスホテルグランドプリンスホテル高輪高輪高輪高輪は2016は2016は2016は2016年11月1日(火) 年11月1日(火) 年11月1日(火) 年11月1日(火) リニューアルオープンいたしましたリニューアルオープンいたしましたリニューアルオープンいたしましたリニューアルオープンいたしました

皆様皆様皆様皆様のおのおのおのお越越越越しをしをしをしを心心心心よりおよりおよりおよりお待待待待ちちちち申申申申しししし上上上上げておりますげておりますげておりますげております



１１１１名名名名さまさまさまさま 2名2名2名2名さまさまさまさま １１１１名名名名さまさまさまさま 2名2名2名2名さまさまさまさま

¥¥¥¥18,00018,00018,00018,000 ¥¥¥¥19,50019,50019,50019,500 ¥¥¥¥19,00019,00019,00019,000 ¥¥¥¥20,50020,50020,50020,500 ¥34,000

(¥21,584) (¥23,366) (¥22,772) (¥24,554) (¥40,392)

¥¥¥¥19,00019,00019,00019,000 ¥¥¥¥20,50020,50020,50020,500 ¥¥¥¥20,00020,00020,00020,000 ¥¥¥¥21,50021,50021,50021,500 ¥35,000

(¥22,772) (¥24,554) (¥23,960) (¥25,742) (¥41,580)

１１１１名名名名さまさまさまさま 2名2名2名2名さまさまさまさま １１１１名名名名さまさまさまさま 2名2名2名2名さまさまさまさま

¥¥¥¥22,00022,00022,00022,000 ¥¥¥¥23,50023,50023,50023,500 ¥¥¥¥23,00023,00023,00023,000 ¥¥¥¥24,50024,50024,50024,500 ¥40,000

(¥26,336) (¥28,118) (¥27,524) (¥29,306) (¥47,520)

¥¥¥¥35,00035,00035,00035,000 ¥¥¥¥37,00037,00037,00037,000 ¥¥¥¥36,00036,00036,00036,000 ¥¥¥¥38,00038,00038,00038,000 ¥68,000

(¥41,780) (¥44,356) (¥42,968) (¥45,544) (¥80,784)

顧客専用電話: 03-3442-4765

平日9:00～20:00 土・日9:30～18:00

〒108-8612　東京都港区高輪3-13-1

www.princehotels.co.jp/newtakanawa

正規料金

グランドプリンスホテルグランドプリンスホテルグランドプリンスホテルグランドプリンスホテル新高輪新高輪新高輪新高輪

2017年2017年2017年2017年　　　　コーポレートコーポレートコーポレートコーポレート料金料金料金料金のごのごのごのご案内案内案内案内

(2017年1月2日～2017年12月30日)

客室タイプ

広さ

(㎡)

ベッドサイズ(cm)

1～31～31～31～3月月月月・5・5・5・5～9～9～9～9月月月月・12・12・12・12月月月月 4・10・114・10・114・10・114・10・11月月月月

スーペリア

ツイン/キング

（モダン）

110×203(TWN)

200×203(KNG)

スーペリアツイン

（ナチュラル）

122×20329.9

29.9

　*チェックイン　14:00 /　チェックアウト　11:00　　

○●○●○●○●おおおお問合問合問合問合せ･ごせ･ごせ･ごせ･ご予約予約予約予約●○●○●○●○

　*上記料金は個人を対象にしたご宿泊の特別料金です。団体の場合は別途ご相談ください。

　*禁煙・喫煙両方のお部屋がございます。ご予約時にお申し付けください。

　*上段は1室1泊あたりの室料のみ、下段はサービス料･消費税(8%)・宿泊税が含まれた料金です。

エグゼクティブクラブ

ツイン/キング<16F>

142×208(TWN)

200×208(KNG)

客室タイプ

広さ

(㎡)

ベッドサイズ(cm)

ザ・クラブ

ツイン/キング<15F>

122×203(TWN)

200×203(KNG)

29.9

60.1

正規料金

 ～ ～ ～ ～法人企業法人企業法人企業法人企業さまごさまごさまごさまご宿泊特典宿泊特典宿泊特典宿泊特典のごのごのごのご案内案内案内案内～～～～

 *客室内Wi-Fi接続無料・1Fフィットネスセンター利用無料・駐車場利用無料

 *ご朝食: 1名あたり2,600円(消費税込)の追加料金でご利用可能 (一般料金 3,400円)

 *レストラン(一部除く)ご利用時 10%割引サービス

<ザ・クラブフロア><ザ・クラブフロア><ザ・クラブフロア><ザ・クラブフロア>

1～31～31～31～3月月月月・5・5・5・5～9～9～9～9月月月月・12・12・12・12月月月月 4・10・114・10・114・10・114・10・11月月月月

 ～ ～ ～ ～ザ・クラブフロアごザ・クラブフロアごザ・クラブフロアごザ・クラブフロアご宿泊特典宿泊特典宿泊特典宿泊特典のごのごのごのご案内案内案内案内～～～～

 　上記法人企業さまご宿泊特典に加え、

 *1泊あたり2本のミネラルウォーターサービス

 *１6F「ザ・クラブラウンジ」ご利用無料 (7:00A.M.～9:00P.M.: ご朝食・ティータイム・イブニングタイムのご用意)

 *１F会議室ご利用2時間無料 (要予約 2時間以降30分5,000円追加料金)



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

顧客専用電話: 03-5798-1131

平日9:00～20:00　土・休日9:30～18:00

 *ご朝食: 1名あたり3,100円(消費税込)の追加料金でご利用可能 (一般料金 3,400円)

 *レストラン・バー(一部除く)ご利用時 10%割引サービス

*チェックイン　15:00 / チェックアウト　12:00

○●お問合せ・ご予約●○

ザ・プリンスさくらタワー東京はマリオットのラグジュアリーブランド「オートグラフ・コレクション」の加盟ホテルです

当ホテルご利用でマリオット・リワード・ポイントおよびSPGメンバーポイントが加算されます

 ～ ～ ～ ～ごごごご宿泊特典宿泊特典宿泊特典宿泊特典のごのごのごのご案内案内案内案内～～～～

 *1泊あたり2本のミネラルウォーターサービス

 *客室内Wi-Fi接続無料・駐車場利用無料

¥¥¥¥39,00039,00039,00039,000 ¥67,000

(¥42,968) (¥44,356) (¥45,344) (¥46,732) (¥79,596)

プレミアコーナー

ツイン/キング

52.9

140x210/

200x203

¥¥¥¥36,00036,00036,00036,000

〒108-8612　東京都港区高輪3-13-1

www.princehotels.co.jp/sakuratower

*全室禁煙*全室禁煙*全室禁煙*全室禁煙でございますでございますでございますでございます。。。。

*上段は1室1泊あたりの室料のみ、下段はサービス料･消費税(8%)・宿泊税が含まれた料金です。

*上記料金は個人を対象にしたご宿泊の特別料金です。団体の場合は別途ご相談ください。

¥¥¥¥37,00037,00037,00037,000 ¥¥¥¥38,00038,00038,00038,000

¥¥¥¥34,00034,00034,00034,000 ¥60,000

(¥37,028) (¥38,416) (¥39,404) (¥40,792) (¥71,280)

¥¥¥¥33,00033,00033,00033,000
上層デラックス

ツイン/キング<9-14F>

46.0

140ｘ203/

200x203

¥¥¥¥31,00031,00031,00031,000 ¥¥¥¥32,00032,00032,00032,000

¥¥¥¥29,00029,00029,00029,000 ¥¥¥¥30,00030,00030,00030,000 ¥56,000

(¥32,276) (¥33,664) (¥34,652) (¥36,040) (¥66,528)

デラックス

ツイン/キング

46.0

140ｘ203/

220x200

¥¥¥¥27,00027,00027,00027,000 ¥¥¥¥28,00028,00028,00028,000

ザ・プリンス さくらタワーザ・プリンス さくらタワーザ・プリンス さくらタワーザ・プリンス さくらタワー東京東京東京東京

2017年 2017年 2017年 2017年 コーポレートコーポレートコーポレートコーポレート料金料金料金料金のごのごのごのご案内案内案内案内

 *B1Fサウナ&ブロアバス利用無料

 *グランドプリンスホテル高輪２Fおよびグランドプリンスホテル新高輪1Fのフィットネスセンター利用無料

(2017年1月2日～2017年12月30日)

客室タイプ
広さ（㎡）

ベッドサイズ

(cm)

1～31～31～31～3月月月月・5・5・5・5～9～9～9～9月月月月・12・12・12・12月月月月 4月4月4月4月・10・10・10・10月月月月・11・11・11・11月月月月

正規料金

1名1名1名1名さまさまさまさま 2名2名2名2名さまさまさまさま 1名1名1名1名さまさまさまさま 2名2名2名2名さまさまさまさま



1名1名1名1名さまさまさまさま 2名2名2名2名さまさまさまさま 1名1名1名1名さまさまさまさま 2名2名2名2名さまさまさまさま

\15,000～\15,000～\15,000～\15,000～ \16,500～\16,500～\16,500～\16,500～ \16,000～\16,000～\16,000～\16,000～ \17,500～\17,500～\17,500～\17,500～ ¥26,000

(\18,020～) (\19,602～) (\19,208～) (\20,790～) (¥30,888)

\17,000～\17,000～\17,000～\17,000～ \18,500～\18,500～\18,500～\18,500～ \18,000～\18,000～\18,000～\18,000～ \19,500～\19,500～\19,500～\19,500～ ¥30,000

(\20,396～) (\22,178～) (\21,584～) (\23,366～) (¥35,640)

¥¥¥¥16,00016,00016,00016,000 ¥¥¥¥17,50017,50017,50017,500 ¥¥¥¥17,00017,00017,00017,000 ¥¥¥¥18,50018,50018,50018,500 ¥31,000

(¥19,208) (¥20,790) (¥20,396) (¥22,178) (¥36,828)

¥¥¥¥18,00018,00018,00018,000 ¥¥¥¥19,50019,50019,50019,500 ¥¥¥¥19,00019,00019,00019,000 ¥¥¥¥20,50020,50020,50020,500 ¥34,500

(¥21,584) (¥23,366) (¥22,772) (¥24,554) (¥40,986)

¥¥¥¥15,00015,00015,00015,000 ¥¥¥¥16,50016,50016,50016,500 ¥¥¥¥16,00016,00016,00016,000 ¥¥¥¥17,50017,50017,50017,500 ¥26,500

(¥18,020) (¥19,602) (¥19,208) (¥20,790) (¥31,482)

¥¥¥¥17,00017,00017,00017,000 ¥¥¥¥18,50018,50018,50018,500 ¥¥¥¥18,00018,00018,00018,000 ¥¥¥¥19,50019,50019,50019,500 ¥33,000

(¥20,396) (¥22,178) (¥21,584) (¥23,366) (¥39,204)

¥¥¥¥14,50014,50014,50014,500 ¥¥¥¥16,00016,00016,00016,000 ¥¥¥¥15,50015,50015,50015,500 ¥¥¥¥17,00017,00017,00017,000 ¥24,000

(¥17,426) (¥19,008) (¥18,614) (¥20,196) (¥28,512)

¥¥¥¥9,5009,5009,5009,500 ¥¥¥¥10,00010,00010,00010,000 ¥13,000

(¥11,386) (¥11,980) (¥15,444)

*上記料金は個人を対象にしたご宿泊の特別料金になります。団体の場合は別途ご相談ください。

*禁煙・喫煙両方のお部屋がございます。ご予約時にお申し付けください。

*チェックイン　14:00 /　チェックアウト　11:00

○●お問合せ･ご予約●○

顧客専用電話: 03-3449-3581

平日9:00～20:00 土・日9:30～18:00

〒108-8611 東京都港区高輪4-10-30

www.princehotels.co.jp/shinagawa

品川品川品川品川プリンスホテルプリンスホテルプリンスホテルプリンスホテル

2017年 2017年 2017年 2017年 コーポレートコーポレートコーポレートコーポレート料金料金料金料金のごのごのごのご案内案内案内案内

(2017年1月2日～2017年12月30日)

                                                                        

タワー 部屋タイプ

広さ

(㎡)

ベッドサイズ

（ｃｍ）

1～31～31～31～3月月月月・5・5・5・5～9～9～9～9月月月月・12・12・12・12月月月月 4・10・114・10・114・10・114・10・11月月月月
正規料金(室料)

プレミア

コーナー

ツイン

<35-37F>

26.5 110×195

ﾒｲﾝﾀﾜｰﾒｲﾝﾀﾜｰﾒｲﾝﾀﾜｰﾒｲﾝﾀﾜｰ

ツイン

< 6-34F>

21.0 105×195

コーナー

ツイン

< 6-27F>

26.5 110×195

プレミア

ダブル

<35-37F>

21.0 160×195

182×195

NNNNﾀﾜｰﾀﾜｰﾀﾜｰﾀﾜｰ

ツイン/

セミダブル

16.5

97×195/

154x195

ｱﾈｯｸｽｱﾈｯｸｽｱﾈｯｸｽｱﾈｯｸｽ

ﾀﾜｰﾀﾜｰﾀﾜｰﾀﾜｰ

ダブル

20.41

～

20.78

160×195

コーナー

キング

25.66

～

26.22

ｲｰｽﾄﾀﾜｰｲｰｽﾄﾀﾜｰｲｰｽﾄﾀﾜｰｲｰｽﾄﾀﾜｰ シングル 13.2 115×195

*上段は1室1泊あたりの室料のみ、下段はサービス料･消費税(8%)・宿泊税が含まれた料金です。

 ～ ～ ～ ～ごごごご宿泊特典宿泊特典宿泊特典宿泊特典のごのごのごのご案内案内案内案内～～～～

 *客室内Wi-Fi接続無料・駐車場利用無料

 *ご朝食: 1名あたり2,000円(消費税込)の追加料金でご利用可能 (一般料金 2,400円)



※ご予約の際は、契約企業名（団体名）、ご利用施設、ご利用日、ご利用人数を確認のうえお電話ください。
※時間帯により電話が大変混雑し、かかりにくい場合もございますのでご了承ください。
※各ゴルフ場、スキー場へのお問合せはWebサイトをご確認ください。

※上記番号がご利用になれない場合については、０３-６７４１-９１５５

フリーダイヤル
０１２０-３３-８６８６

ハローハロー

０５７０-０２-８６８６
ハローハロー

携帯からは
受付時間：9：30A.M. ～ 8：00P.M.

※ご予約後の変更・キャンセルは、お申し込みされた問合せ窓口にご連絡ください。

プリンスホテル予約センター宿泊のお問合せ・ご予約は

対象施設一覧

びわ湖大津プリンスホテルびわ湖大津プリンスホテル函館大沼プリンスホテル函館大沼プリンスホテル 十和田プリンスホテル びわ湖大津プリンスホテルびわ湖大津プリンスホテル

プリンスホテルご優待プラン

www.princehotels.co.jp/keiyaku
専用Webサイトにてお得な情報をご覧下さい。

モバイルからはこちらを読み取りご覧ください



【期間】2015年4月1日 ～ 2016年9月30日
1泊朝食付き　【事前決済可】※事前クレジット決済をご利用の場合は、補助や助成金が対象外のプランです。

【期間】2015年4月1日 ～ 2016年9月30日
1泊室料のみ　【事前決済可】※事前クレジット決済をご利用の場合は、補助や助成金が対象外のプランです。

【期間】2015年4月1日 ～ 2016年06月30日
1泊プレミアムクラブフロア朝食付き　【事前決済可】※事前クレジット決済をご利用の場合は、補助や助成金が対象外
のプランです。

ザ・プリンス パークタワー東京 住所： 〒105-8563 東京都港区芝公園4-8-1
TEL ： 03-5400-1111      FAX ： 03-5400-1110

■電車で
JR線・東京モノレール浜松町駅から徒歩約12分。
都営地下鉄浅草線・大江戸線大門駅(A6)から徒歩約9分。
地下鉄日比谷線神谷町駅(1番)から徒歩約12分。
都営地下鉄大江戸線赤羽橋駅(赤羽橋口)から徒歩約2分。
都営地下鉄三田線芝公園駅(A4）から徒歩約3分
都営地下鉄三田線御成門駅(A1)から徒歩約5分。

（公式ホームページからピクチャーナビゲーションを確認する）
三田線芝公園駅・A4出口～ホテル東エントランス
三田線芝公園駅・A4出口～ホテル南エントランス
大江戸線赤羽橋駅・赤羽橋口～ホテル南エントランス

ザ・プリンス パークタワー東京
〒105-8563 東京都港区芝公園4-8-1

アクセス　|　プラン

ザ・プリンス パークタワー東京 公式ホームページはこちら

■車で
東京駅から4km(平常時14分)。
羽田空港から16km（首都高速道路芝公園経由(平常時15分)。
東京シティエアターミナル(箱崎）から15分(平常時)。
成田空港から東関東自動車道・京葉道路・ 首都高速芝公園出口を経て120分(平常時)。

（公式ホームページから駐車場のご案内を確認する）
※お車を運転される方へのお酒類の提供はお断りいたします。

■ヘリコプターで
成田空港より森ビルシティエアサービスのヘリコプターにて「アークヒルズヘリポート」へ約20分。

（ヘリポートよりホテルまではハイヤーサービスにて約10分）　
詳しくはこちら（森ビルシティエアサービスHP）

■無料シャトルバスで
浜松町駅（大門駅）からホテルまで無料シャトルバスを運行しております。（定員41名）

（公式ホームページから発着場所および時刻表の詳細を確認する）
※ご予約制ではございません。満席の場合はご乗車できない場合もございます。
※天災や、やむを得ない事情によりバスが運行しなかった場合、代替輸送についての保証はいたしかねます。

■空港からのアクセス

羽田空港より

より大きな地図で ザ・プリンス パークタワー東京 を
表示

ザ・プリンス パークタワー東京　ご予約｜プリンスホテルご優待プラン http://www.princehotels.co.jp/keiyaku/keiyaku/hotel/h-y/parktow...
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5月 6月

○：空室あり　△：若干空室あり　×：満室　-：設定なし　　表示料金は1名さま料金(消費税込)となります

ザ・プリンス パークタワー東京　インターネット宿泊予約　プランカレンダー

空室状況

【Prince  Basic  Prime】朝食付き《ご優待プラン》

このプランは契約企業さま限定のご優待プランです。

【Prince Basic】はプリンスホテルチェーンで展...< 詳細を見る >

注意事項 ※本プランは予約状況に応じて販売料金が変動しますが、購入後に宿泊料金が変更になることはございません。ただし、購入後商品や客室タイプ、人数変更について

は料金変動の対象となる場合がございます。

 

予約可能日をクリックして進んでください。

2016年5月

日 月 火 水 木 金 土

 
1

－

 
2

－

 
3

－

 
4

－

 
5

－

 
6

－

 
7

－

 
8

－

 
9

－

 
10

×

 
11

×

 
12

×

 
13

×

 
14

×

 
15

×

 
16

×

 
17

×

 
18

×

 
19

×

 
20

△

￥27,104

 
21

×

 
22

○

￥25,916

 
23

○

￥27,104

 
24

○

￥27,104

 
25

○

￥25,916

 
26

×

 
27

○

￥23,540

 
28

×

 
29

×

 
30

×

 
31

×

1 2 3 4

プラン一覧に戻る

客室タイプ

空室状況カレンダー選択 検索する

最大予約可能泊数・室数について

料金表示について

個人情報保護方針 サイトポリシー サイトマップ プリンスホテルについて 会社情報 プレスリリース 採用情報 西武グループ会社一覧
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PAGE TOP ▲

空室状況 | ザ・プリンス パークタワー東京 https://rsv.princehotels.co.jp/cgi-bin/ihonex/stay/plan_cal.cgi
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検索結果： 17 件中 1～17 件表示 1  

チェックイン／2:00P.M.

チェックアウト／12:00NOON

ザ・プリンス パークタワー東京 

このプランは契約企業さま限定のご優待プランです。

【Prince Basic】はプリンスホテルチェーンで展...

< 詳細を見る >

客室タイプ 人数
料金目安

(1名さま料金)
消費税込

 

パークツイン(28㎡) 1名 ----- カレンダー予約

パークツイン 禁煙(28m2) 1名 ----- カレンダー予約

パークツイン(28㎡) 2名 ----- カレンダー予約

パークツイン 禁煙(28m2) 2名 ----- カレンダー予約

コーナーツイン(ビューバス・34m2) 1名 ----- カレンダー予約

コーナーツイン 禁煙(ビューバス・34m2) 1名 ----- カレンダー予約

コーナーツイン(ビューバス・34m2) 2名 ----- カレンダー予約

コーナーツイン 禁煙(ビューバス・34m2) 2名 ----- カレンダー予約

コーナーキング(ビューバス・34m2) 1名 ----- カレンダー予約

コーナーキング 禁煙(ビューバス・34m2) 1名 ----- カレンダー予約

ザ・プリンス パークタワー東京　インターネット宿泊予約　日付指定無しプラン検索

プラン一覧

【Prince Basic Prime】朝食付き《ご優待プラン》

プラン期間：2015年04月01日 ～ 2016年09月30日まで

プラン詳細

検索条件

1室あたりのご利用人数

－ ＋ 名

部屋タイプ

ご希望の部屋タイプを選択してください

禁煙/喫煙ルームの希望

 禁煙    喫煙    指定しない  

食事

 なし  朝食付き    夕食付き  
 夕朝食付き    指定しない  

条件で絞り込む

条件を変えて検索する

お子さまの料金について

料金表示・宿泊税について

プラン一覧 | ザ・プリンス パークタワー東京 https://rsv.princehotels.co.jp/cgi-bin/ihonex/stay/search_category....
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〒105-8563
東京都港区芝公園4-8-1

ホテル公式ホームページはこちら

〒108-8612
東京都港区高輪 3-13-1

ホテル公式ホームページはこちら

〒108-8612
東京都港区高輪 3-13-1

ホテル公式ホームページはこちら

〒108-8612
東京都港区高輪 3-13-1

ホテル公式ホームページはこちら

〒105-8560
東京都港区芝公園3-3-1

ホテル公式ホームページはこちら

〒108-8611
東京都港区高輪4-10-30

ホテル公式ホームページはこちら

〒160-8487
東京都新宿区歌舞伎町1-30-1

ホテル公式ホームページはこちら

〒170-8440
東京都豊島区東池袋3-1-5

ホテル公式ホームページはこちら

〒222-8533
神奈川県横浜市港北区新横浜3-4

ホテル公式ホームページはこちら

〒350-8501
埼玉県川越市新富町1-22

ホテル公式ホームページはこちら

①【ホテル】ページ内からご希望のホテル・プランを選択
②「カレンダー予約」からご利用日を選択
③ 泊数・室数を入力し【次へ】を選択
④「初めて予約をされる方、ID登録を利用されていない方」を選択
※SEIBU PRINCECLUB会員さま、リピーター登録をされているお客さまは指定の入力項目欄にご入力ください。

Copyright © PRINCE HOTELS All rights reserved.

ホテル 首都圏地区｜プリンスホテルご優待プラン http://www.princehotels.co.jp/keiyaku/keiyaku/hotel/hotel.html

1 / 1 2016/05/10 10:16

プリンスホテル ご優待プラン 専用ホームページ ご利用方法

エリアごとにページが分かれています

登録されている方はこちら

<web からの予約方法について>

①宿泊のご予約はこちら（下記案内参照）
②ゴルフweb 予約はこちら
③スキーの情報・割引券（※夏季はプールのタブになります）
④レジャー施設の割引券をご用意しています。
　プリントアウトしてご利用ください。
⑤ご優待プランの予約について
⑥最近の情報はこちらからチェック
⑦ゴルフご利用の際に使えるクーポン券です。プリントアウト
　またはモバイル表示にてフロントへご提示ください。
⑧期間限定のお得なプランなどをご紹介しています。
⑨今一番のおすすめ情報です。ぜひチェックしてください。

※「詳しくはこちら」に掲載されているプランが優待対象となります。
　（「公式ホームページはこちら」はホテルの詳細をご確認ください。）

ご希望のプランを選択 ご希望の客室タイプを選択

初めて予約される方は、まず登録をしてから次の画面へ ※ご契約企業・団体名を必ず入力してくださいカレンダー予約からご希望の日付を選択

予約完了後、確認メールが届きます。

⑥

⑦

⑧
⑨

① ② ③ ④ ⑤


