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なぜ、M ICE ?
ますます複 雑 化 、高
高度
度 化するビジネスの課題。
ビジネスの課題 。
その解決に貢
その解
決に貢 献する新たな手 法 、MI
MICE
E。
。

Face to Face
Communication

B to B

CRM

デジタル社会の進展で、人々
が会って対話する機会が減っ
ていませんか？

ビジネスパートナーとの信頼
関 係 を強 化する絆 づくりを
行っていますか？

大 切な顧 客との良好で濃 密
なコミュニケーションは実現
できていますか？

Society today is undergoing a digital
transformation. Have you ever felt
people communicate with each other
face-to-face less frequently than before?

Do you try to build ties for stronger
relationships of trust with your
business partners?

Do you consistently maintain a
successful and close level of
communication with your
important customers?

Business issues are becoming more complicated and advanced.
MICE provides a new methodology that helps arrive at solutions to these issues.

MICEとは
MIC
Eとは

What is MICE?

「MICE」とは、Meeting、Incentive、
Convention、Exhibition/Eventのイニシャル
を組み合わせた新しいキーワード。デジタル社
会が進展し、人間らしいFace to Faceのコ
ミュニケーションが希薄化していく中、人々の
集いと交流の場を創出し、そこで生まれる活力
や効果をビジネスに役立てるのがMICEです。

CS/ES

CSR

IR

MICEで
MICE
でビジネスの課題を解決

顧 客 満 足のために、従 業 員
満足とモチベーション向上を
図っていますか？

企業の社会的責任として自然
環 境とふれあう社 員 教 育を
行っていますか？

株主の方々にとって満足度の
高い株主総会や懇親会を開
催していますか？

りを伴う相互理解を生み、人と人の絆を強化

Do you try to improve employee
satisfaction and motivation for
customer satisfaction?

Do you provide employees with
training that allows them to
experience the natural environment
as part of your CSR efforts?

Do you hold shareholder meetings
and convivial parties in a way that
is highly enjoyable for
shareholders?

MICE が実現する集いと交流の場は、温も
し、ビジネスの課題解決に至る重要な成果を
もたらします。たとえば、
ビジネスパートナーや
従業員には、同じ目標を共有するチームとして
の強力な組織化を。世界の市場で戦う企業に
は、多様な文化や人々との交流を通じた相互
の信頼関係の構築を。いまビジネスに求めら
れているのは、
「ソリューションとしてのMICE」
という発想とその積極的な活用です。

Globalization

ROI

Strategy

世界市場で成長するために、
ビジネスに集いや交流を活用
していますか？

現状の会議や教育研修施設
の運用で、投資に見合う成果
が得られますか？

今後のビジネスに、もっと新し
い効果的な戦略が必要では
ありませんか？

Do you effectively use gatherings
and interchange in your business
for growth in the global market?

Does the current manner in which
you use meeting and training
facilities justify investments?

Do you need newer and more
effective strategies for your future
business?

ビジネスを強くする
キーワード

MICE is a keyword for
reinforcing business.

MICE is a new keyword that stands for
“Meeting, Incentive, Convention and
Exhibition/Event.” Today society is undergoing
a digital transformation, and face-to-face
communication is on the decline. MICE helps
create opportunities for personal gatherings
and exchange, and efficiently applies the
resulting vitality and effects to business.

Solve business issues with MICE
MICE creates opportunities for gatherings and
exchange that generate mutual understanding
accompanied by warmness, strengthen ties
between people, and bring about important
results that lead to solutions for business
issues. One way in which MICE accomplishes
these aims is by achieving a strong sense of
systematization for your business partners
and employees as a team that shares the
same goals. A relationship of mutual trust will
be established through exchange with many
different cultures and people of companies
that play active roles in the global market.
What business requires is the concept of
MICE as a solution and its active utilization.

Exhibition/Event
・展示会 ・Exhibitions
・発表会 ・Presentations
・Trade shows
・見本市

Convention/Conference

・学会 ・国際会議

・Academic meetings ・International conferences
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Meeting・会議

・Meetings

・研修会 ・Training workshops
・Seminars
・セミナー

Incentive

・招待会 ・Previews
・表彰式 ・Commendation ceremonies
・Inspections
・視察
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Power

Pow
wer

何のために、

チームビルディング

すべてはそこからはじまる

心をシェアする集い

Everything begins with the question “for what purpose?”

Building a team –Gatherings for sharing a common purpose

プリンスホテルは問題解決型のMICEをお手
伝いします。たとえば、
「会議の質を高めてもっ
と成果を上げたい」
「社員のやる気を高めたい」
「海外ビジネスを円滑に進めたい」
「販売パート
ナーとの絆を強めたい」
「セミナーを成功させて
ビジネスの起爆剤にしたい」
といったさまざまな
課題に最適なＭＩＣＥで対応し、お客さまのビ
ジネスに貢献します。

Prince Hotel supports efforts to solve problems
through MICE. We run MICE in the optimal way
and contribute to your business while meeting
various needs: achieving better results by
upgrading the quality of conferences; motivating
employees; facilitating overseas business;
strengthening ties with sales partners; and
holding successful seminars to promote
business.

ねらいを定め、
ビジネスの目標

プリンスホテルは集う人々が心をシェアし、内
面からチームビルディングを支援するMICEを
提案します。MICEという交流の場で、さまざま
な個性を持った人々が語り合い、意思疎通を円
滑にし、時に共通の目標に向かって力を合わせ
る。ひとりひとりが輝き、その力が大きなエネル
ギーへと高まり、全員が一体となれるチームづ
くりを実現します。

Prince Hotel proposes MICE that supports the
building of teams and allows participants to share
a common purpose. People with different
personalities talk to each other, establish a
smooth level of communication, and make
concerted efforts to achieve the same goals at
MICE or through interaction with others. We help
build teams that allow all members to fully exhibit
their capabilities, transform their capabilities into
a concentrated form of energy, and unite all
participants in purpose.

を達成するプリンスホテルの

Power of MICE
その日、
その場 所に人々が集い、創
人とチームの活力を高め、

Power

Power of MICE by Prince Hotel in setting
MICE will enhance the vitality of people and
It serves as an occasion that brings people together to share

旅とMICE、
Trip and MICE –Value that you can only get at certain places
す。たとえば、爽やかな空気の高原リゾートでは
発想力や創造力が高まってミーティングやセミ
ナーがより充実し、ゴルフやテニスなどのアフ
ター体験は集う喜びをさらに高めます。また海
外からのお客さまには日本ならではの観光を組
み込むことで高い満足を実現し、相互の懇親と
信頼の絆を醸成します。
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targets and achieving business goals
teams and make business successful.
creative moments at the same time at a single place.

Power

投資に応える成果を出し、

その場所でしか得られない価値
プリンスホテルはリゾートMICEを提案しま

造的な時間を共有するMICEが、
造
的な時 間を共 有するM I C Eが、
ビジネスを成 功に導きます。
ビジネスを成功に導き

Prince Hotel proposes MICE held at resorts. For
example, the use of MICE at highland resorts in
the fresh air enhances meetings and seminars as
the capacity for ideas and creativity increases,
while after-meeting forms of recreation, such as
golf and tennis, further heighten the pleasure of
gathering. Guests from overseas will be highly
satisfied, and participants will interact more and
build relationships of trust through visits to the
unique sightseeing locations Japan has to offer.

ビジネスの成功に貢献
Contributing to the success of business by producing results that justify investments
MICE はお客さまにとってより多くの成果を
もたらす体験となるべき、とプリンスホテルは考
えます。多様な人、多様な関係、多様な体験、そ
して多様な出会い。ただ一度きりの集いの場で
生まれる豊かなコミュニケーションがビジネス
の新たな推進力になり、しかも常に投資と成果
に対するお客さまの評価に応えられる、そんな
MICEを目指しています。

We at Prince Hotel believe MICE should serve as
an experience that enables our customers to get
more results. Bringing together different people,
relationships, experiences, and encounters,
MICE should function as a new form of
momentum in business by allowing for
substantial communication at one-time-only
gatherings, while at the same time fulfilling the
customers’ appraisal of investment performance.
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多様なMICEニーズに応える
Satisfy many different MICE-related needs.

Prince
Hotels & Resorts
集う人々が心をシェアし、
チームや組織を活性化する、
We propose different styles of MICE that allow participants to

Expertise cultivated
through a wealth of achievements and experience

豊かな実績と経験に培われたノウハウ

Prince Hotel is proud of its extensive track record of MICE that

プリンスホテルは人々に集いと交流の場を提供する豊富な

has provided people with opportunities to gather and interact

MICE 実績を持ちます。企業のミーティングや社員向けセミ

with each other. Past MICE activities include corporate

ナー、創立記念パーティー、そして組織・団体の表彰式や褒賞

meetings, seminars for employees, parties for celebrating the

式、世界的な規模のコンベンション、さらに展示会などのイベン

anniversaries of companies being founded, commendation and

多彩なMI CE STYLEを提案します。
多彩なMICE
share a common purpose and invigorate teams and organizations.

全国にひろがる充実のMICEネットワーク

Extensive MICE network spread across Japan

南北で表情を変える自然と四季の移ろい、豊かに育まれた文

You can experience variations in nature and seasonal changes

化とレジャー 。そこに行かなければ 体 験できない価 値ある

that differ between north and south. Prince Hotels and Resorts
character and atmosphere of different localities. If demand

にひろがる都市へ、そしてリゾートへ。
「その場所を、その環境を

トなど、これまで実施してきたMICE は枚挙にいとまがありませ

reward ceremonies of organizations/groups, global conventions,

利用したい」というニーズがあれば、それが MICEを実践する理

ん。特に文化の異なる国からのお客さまや、国家元首や著名人

trade shows, and a variety of other events. Our extensive

由になります。

をはじめとするVIPなどにも豊富な経験で的確に接遇し、ニーズ

experience has always helped ensure proper attention is given

が高まるグローバルMICEにも対応します。

to guests from countries with different cultures, heads of state,
celebrities, and other VIPs, and allow for the satisfactory running

プリンスホテル

of internationally held MICE for which demand is on the rise.

お客さまのニーズにオールインワン対応

support MICE in the way that allows you to enjoy the unique

MICEの実践をプリンスホテルズ＆リゾーツは支援します。全国

exists to use a site or location in Japan for MICE, whether it be
a city or resort, there will be a reason to hold MICE.

Prince Hotel MICE network

ネットワーク

グランドプリンスホテル高輪
Grand Prince Hotel
Takanawa

グランドプリンスホテル新高輪
Grand Prince Hotel
New Takanawa

品川プリンスホテル
Shinagawa
Prince Hotel

ザ・プリンス パークタワー東京
The Prince
Park Tower Tokyo

東京プリンスホテル
Tokyo Prince Hotel

川越プリンスホテル
Kawagoe
Prince Hotel

新横浜
プリンスホテル
Shin Yokohama
Prince Hotel

鎌倉プリンスホテル
Kamakura Prince Hotel

大磯プリンスホテル
Oiso Prince Hotel

びわ湖大津プリンスホテル
Lake Biwa Otsu
Prince Hotel

グランドプリンスホテル京都
Grand Prince Hotel Kyoto

グランドプリンスホテル広島
Grand Prince Hotel
Hiroshima

軽井沢プリンスホテル ウエスト
Karuizawa Prince
Hotel West

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖
The Prince Hakone
Lake Ashinoko

ザ・プリンス さくらタワー東京
The Prince Sakura
Tower Tokyo

One-stop services that meet customer needs
Please contact the nearest Prince Hotel for details about the

プリンスホテルのMICEのご利用については、すべて最寄のプ

use of MICE services at Prince Hotel. Our one-stop service

リンスホテルにお問合せください。お客さまにオールインワン窓

center will handle inquiries from customers and also propose

口で対応し、全国のプリンスホテルズ＆リゾーツネットワークの

the optimal use of MICE at the best location selected from

中から最適なMICE施設のご利用を提案します。
さらにお客さま

among the Prince Hotels and Resorts network around Japan. In

との綿密な打ち合わせのもと、ご予算を勘案しながら、望まれる

addition, we will arrange for the optimal venue, services, and

結果を導き出すための最適な会場、
サービス、演出などをプラン

staging by holding in-depth discussions with customers, taking

ニングし、お客さまにご満足いただける多彩なMICE STYLEの

into account budget needs in order to achieve the desired

実践をお手伝いします。

results. We are ready to support the running of MICE with many

札幌プリンス
ホテル
Sapporo
Prince Hotel

函館大沼プリンスホテル
Hakodate-Onuma
Prince Hotel

different options so that we can satisfy our customers.

P.8-11

首都圏
Capital area

INDEX
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MICE STYLE

01

外貨両替可能
Foreign currency exchange

ビジネスセンターあり
Business center

ネット回線完備の客室あり
Guest rooms with Internet access

P.12-13

首都圏
Capital area

MICE STYLE

02

P.14

首都近郊
Capital city suburbs

MICE STYLE

03

P.15

外国語放送あり
Multilingual broadcasting

首都近郊
Capital city suburbs

MICE STYLE

04

P.16

首都近郊
Capital city suburbs

MICE STYLE
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多様なMICEニーズに応える
Satisfy many different MICE-related needs.

Prince
Hotels & Resorts
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01

MICE STYLE・

高 ・品
輪 川
Takanawa

Shinagawa

東京の玄関口・羽田へ好アクセス、
充実した機能のPRINCE TOKYO MICE CITY。
国内外からのアクセスの利便性、複合的なMICE機能、規模に対応できるフレキシブル性のすべてを満たした
高輪・品川エリア。ここが首都東京、そしてニッポンを代表する都市型MICEの中心拠点。

ਜู MICE

高 輪・品 川 な らで は の

With substantial functions, Prince Tokyo MICE City offers great access to
Tokyo International Airport (aka Haneda Airport), Tokyo’s gateway to the skies.
The Takanawa and Shinagawa area satisfies all the conditions for MICE: the convenience of being easily accessible from other parts of
Japan and foreign countries, the complex functions needed for MICE, and the flexibility to accommodate events varying in size and scale.
This is the main base for urban MICE, and stands as a symbol of both the capital Tokyo and the nation of Japan.

ູǜҔ MICE

高 輪・品 川 な らで は の

Steady stream of visitors to Takanawa and Shinagawa

Awards and Banquets at Takanawa and Shinagawa

海外、国内から好アクセス。
アジア最大級のコンベンション機能によりビッグスケールのMICEを提案します。

アフターの機能が充実したエリアで、社員のインセンティブ効果を高めるMICE。

Excellent access from other parts of Japan and foreign countries. We offer large-scale MICE with the biggest convention functions in Asia.

Incentive MICE that motivates employees in a place where they can enjoy various after-MICE activities

01

絶好のアクセス
Excellent accessibility

1日目／午前
Day 1/Morning

1日目
Day 1

02

コンベンションスタート
Start of the convention

1日目／午後
Day 1/Afternoon

01

効率のよいロケーション
Efficient location

1日目／午前
Day 1/Morning

羽田空港や新幹線を使い、
品川駅前のMICE会場に集合。

飛行機、新幹線などを使って午前中に全国から集合。

Travel via Tokyo International Airport (Haneda) or the Shinkansen
and gather for MICE at a venue in front of Shinagawa Station.

Travel by plane or bullet train and gather in the morning.

03

03

1日目／午後

分科会

Day 1/Afternoon

Unit session

ディナー
Dinner

日目
1日目
1
Day 1

04

レセプションパーティー
Reception Party

Day 1/Night

Top management publicly recognizes people for their
contributions in a dignified atmosphere. Highlights of
achievements are presented with videos and images.

04

多彩なホテルのレストランでディナー。
至福のひとときが会社へのロイヤルティを高める。
Dine at one of the many different restaurants inside the hotel.
Treating employees to a good time will make them feel better
about the company.

Hold unit sessions for the active exchange of opinions.

❶グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール中宴会場

05

Grand Prince Hotel Takanawa Prince Room

❸品川プリンスホテル プリンスホール
Shinagawa Prince Hotel Prince Hall

❹品川プリンスホテル メインタワー宴会場

宿泊
Stay

Stay

Enjoy fun and entertainment in the Takanawa and Shinagawa area.

海中トンネルやイルカのパ
フォーマンスが楽しいアクア
パーク。

1日目／夜

Aqua Park Shinagawa offers fun
attractions, such as the undersea
tunnel and dolphin shows.

Day 1/Night

ゆったりシートや大型スク
リーンで多彩な映画も鑑
賞できる。

Hold a stand-up convivial party in Hiten Main Banquet Hall.
Delicious dishes will help facilitate productive discussions.

1日目／夜

See a variety of movies at a
cinema with comfortable seats
and a large screen.

Day 1/Night

2 日目
Day 2

06

アフターベニュー
After Venue

2日目／午前
Day 2/Morning

朝食後、
日本ならではのアフターMICEへ出発。

自然を意識した木目調デザインの客室。東京都心で緑
を感じながらゆったりリラックスした時間に浸る。

全員参加のボウリング大会も可
能。
チームの一体感が高まる。

Guest rooms feature a wood-based design intended to create a
natural atmosphere. Guests can imagine being surrounded by
greenery as they relax in downtown Tokyo.

All-company bowling competitions
can also be held. Competing
together will enhance that sense
of team solidarity.

Set off for after-MICE activities that can only be experienced
in Japan.

●箱根のゴルフ＆温泉へ
富士山のお膝元で爽快にリ
フレッシュ。
宿泊されるお客さまに合わせて客室対応。日本らしい
上質なやすらぎへ。
Guest rooms prepared to accommodate the needs of guests.
They offer a Japanese style environment for quality relaxation.

Golf and onsen in Hakone
Refresh at the foot of Mount Fuji.

●軽井沢の高原リゾートへ
森林浴、スポーツ、そば打ち
体験も満喫。

Day 1/Night

Entertainments

高輪・品川エンターテインメントの夜へ。

グランドプリンスホテル新高輪の大宴会場「飛天」
で立
食スタイルの懇親パーティー。おいしい食事がコミュニ
ケーションを広げる。

Shinagawa Prince Hotel Main Tower Banquet Hall

05

宿泊

1日目／夜

エンターテインメント

Grand Prince Hotel New Takanawa
International Convention Center Pamir

❷グランドプリンスホテル高輪 プリンスルーム

Day 1/Afternoon

厳粛な雰囲気の中でトップによる表彰式。映像を使っ
たプレゼンテーションで成果発表。

1日目／夜

場所を移して分科会、活発な意見交換が行われる。

Commendation ceremony

Day 1/Night

Hold a general meeting at Konron in the International
Convention Center Pamir at Grand Prince Hotel Takanawa.

❸ ❹

1日目／午後

表彰式

1日目／夜

グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール
「崑崙」
で全体会議を開催。
❶ ❷

02

06

東京観光
Sightseeing in Tokyo

2日目／午前
Day 2/Morning

思い思いに東京観光へ。
見どころたくさんの東京
を満喫。
Enjoy sightseeing in Tokyo.
There are so many different
places to see.

2 日目
Day 2

07

帰路へ
Return journey

2日目／午後
Day 2/Afternoon

高輪・品川エリアは帰路も便利、
翌日からすぐに仕事へ。
The Takanawa and Shinagawa area allows convenient inbound
and outbound travel. Employees can get back to work on the
following day.

Highland resort in Karuizawa
Enjoy a forest bathing trip,
sports, and soba noodle making.

8

9
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MICE STYLE・

Takanawa

高輪・品川
Shinagawa

Other ideas for MICE

Facility introduction

Other ideas for MICE

こんな MICE も可能です

施設紹介
> Banquet Halls

宴会場

Facility introduction

こんな MICE も可能です

次の経営戦略を探るMICE

マインドを結束するMICE

Exploring the next management strategy

Fostering team spirit

施設紹介
生産性向上を図るMICE

一体感を醸成するMICE
Fostering a sense of unity

Upgrading productivity

Grand Prince Hotel New Takanawa
International Convention Center Pamir「Konron」

The Prince Sakura Tower Tokyo「Conference Floor」

エグゼクティブな方々にミーティング、ディナー、宿泊
を組み合わせたMICE。

大規模な会場に全国の社員が一堂に集い、新会社や
新戦略のキックオフミーティングを実施。

家族同伴のビジネスMICEを提案。会議終了後には
家族ぐるみのパーティーはいかが。

ホテルの上質な空間とサービスを利用すれば、発想
力が高まりミーティングの成果が上がります。

MICE for executives consisting of meetings, dinners, and
hotel stays

All employees gather at a large hall to participate in a kickoff
meeting to discuss new enterprise or new strategies.

MICE can be proposed as opportunities for families to join
employees for business meetings. How about an
after-meeting party together with family?

Creative power will be enhanced and better results will be
obtained at meetings that take advantage of the quality
spaces and services at the hotel.

発想力を高めるMICE

PR効果を高めるMICE

Cultivating creative power

Grand Prince Hotel Takanawa「Prince Room」

Enhancing the effect of promotional events

気分をリフレッシュするMICE

新製品のデビューを飾るMICE

Refreshing yourself

Enhancing the debut of new products

ザ・プリンス さくらタワー東京「さくらスイート」
The Prince Sakura Tower Tokyo「Sakura Suite Room」

> Guest Rooms
日本庭園の散策は、気分も変わって発想力がさらに
アップ。

大宴会場ではファッションショー、スポーツイベント
などの演出も思いのまま。

業務を終えてから楽しい MICE を。多彩なエンター
テインメントが参加者の意欲を高めます。

最新の音響･照明設備を備えたステラボールなら、
ドラマチックな演出の新製品発表会が可能です。

Stroll through a Japanese garden for a change of pace and to
further enhance creative power.

The large banquet hall is perfect for staging fashion shows
and sport events.

Hold fun MICE after work. Different forms of entertainment
will help motivate participants.

Stellar Ball allows for the dramatic staging of new product
exhibitions with state-of-the-art sound and lighting equipment.

Huge convention area

Ambient surrounding 立地に恵まれた品川は交通網も充実しており、観光名所や有名スポットヘのアク

全てのサービスが徒歩圏内で集結。
巨大コンベンションエリア、
PRINCE TOKYO MICE CITY

周辺情報

> Restaurants

セスもスムーズ。
都内を満喫する拠点として高い利用価値をお約束します。
Shinagawa is a convenient location with an extensive transportation network, offering great
access to popular tourist places and famous spots. The hotel guarantees high utility value as a
base for enjoying Tokyo.

All the service facilities are within walking distance. Prince Tokyo MICE City is an incredibly large convention area.

大きな窓を採用し、明るく広々とした客室。
A roomy guest room with a large window for great
natural illumination.

品川プリンスホテル
メインタワー

品川プリンスホテル
アネックスタワー

高輪テニスセンター
高輪ゴルフセンター

グランドプリンス
ホテル新高輪

Shinagawa Prince Hotel
Main Tower

Shinagawa Prince Hotel
Annex Tower

Takanawa Tennis Center
Takanawa Golf Center

Grand Prince Hotel
New Takanawa

レストラン

銀座
国際館パミール
International Convention
Center Pamir

新宿駅
Shinjuku Sta.

渋谷駅
Shibuya Sta.

Grand Prince Hotel
Takanawa

六本木

アクアパーク品川

日本庭園内に建つ、離れのステーキハウス。黒毛和牛の鉄板
焼や、新感覚の白湯風スープのしゃぶしゃぶで贅沢に満喫。
Steak restaurant inside the annex of the Japanese
garden. Serves lavish dishes such as black-haired
Japanese beef grilled on an iron plate and a new style
of shabushabu cooked in a white-broth style soup.

品川プリンスホテル
イーストタワー

品川プリンスホテル
Nタワー

Shinagawa Prince Hotel
East Tower

Shinagawa Prince Hotel
N Tower

浅草雷門 Asakusa
Kaminarimon

隅田川
Sumida Riv.

Gate

東京駅
Tokyo Sta.

品川プリンスホテル
メインタワー
ツインルーム
Shinagawa
Prince Hotel
Main Tower
Twin Room

The gentle atmosphere and an extravagant space
ensure your relaxing stay of high quality.

> Restaurants

レストラン

浜松町駅
Hamamatsucho Sta.

品川駅
Shinagawa
Sta.

ザ・プリンス
さくらタワー東京

Grand Prince Hotel
New Takanawa
The Club Twin

レインボーブリッジ
Rainbow Bridge

Roppongi

Aqua Park
Shinagawa

Grand Prince Hotel Takanawa「Steak House Katsura」

皇居
The Imperial
Palace

客室
グランドプリンス
ホテル新高輪
ザ・クラブツイン

柔らかな雰囲気と贅を尽くした空間が、上質で
ゆとりのある滞在をお約束。

上野駅
山手線
Ueno Sta.
Yamanote
秋葉原駅
Line
Akihabara Sta.

Ginza

グランドプリンス
ホテル高輪

グランドプリンスホテル高輪「鉄板焼 しゃぶしゃぶ ステーキハウス 桂」

Shinagawa Prince Hotel「Prince Hall」

Meets a wide range of needs with an independent large
banquet hall (top) and a multi-purpose hall (bottom).

Flexible layouts can be set up according to the
number of participants. The hotel offers free Wi-Fi in
the banquet halls and adjacent corridors, the hotel
lobby, and the corridors on the guest room floors.

客室

品川プリンスホテル
「プリンスホール」

独立した大規模宴会場
（上）
、多目的ホール
（下）
など幅広いご要望に対応。

ご利用人数に応じて柔軟なレイアウトが可能。
高輪エリアの宴会場・宴会場ロビー、宿泊ロビー
ではWi-Fiを完備。

> Guest Rooms

宴会場

グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール 大宴会場「崑崙」

ザ・プリンス さくらタワー東京「コンファレンスフロア」

グランドプリンスホテル高輪
「プリンスルーム」

> Banquet Halls

お台場

Odaiba

貴賓館
Kihinkan

The Prince Sakura
Tower Tokyo

品川駅

Shinagawa Station

品川プリンスホテル
「リュクス ダイニング ハプナ」
Shinagawa Prince Hotel「LUXE DINING HAPUNA」

ザ・プリンス さくらタワー東京

「食」
のエンターテインメント・リゾートがコンセ
プトのブッフェレストラン。

羽田空港

The Prince Sakura Tower Tokyo

Haneda Airport
京急蒲田駅
Keikyu Kamata Sta.

グランドプリンスホテル高輪

The buffet restaurant has the concept of a resort that
entertains guests with food.

Grand Prince Hotel Takanawa

グランドプリンスホテル新高輪
Grand Prince Hotel New Takanawa

品川プリンスホテル
❶

❷

高輪・品川エリア
❶ザ・プリンス さくらタワー東京

Takanawa・Shinagawa Area

The Prince Sakura Tower Tokyo

◯ 新幹線・JR線・京急線 品川駅
（高輪口）
から徒歩3分、
都営地下鉄浅草線 高輪台駅から徒歩5分

都心にありながらリゾート気分が味わえるホテル。緑豊かな庭園の眺めと広い客室がやすらぎのご滞在をお約束。
◯3-minute walk from the Takanawa exit of Shinagawa Station on the Shinkansen/JR Lines/Keikyu Line, and 5-minute
walk from Takanawadai Station on the Asakusa Line
This urban hotel offers guests a resort-like experience. The roomy guest rooms and view of the green garden provide for a relaxing stay.

❷グランドプリンスホテル高輪 Grand Prince Hotel Takanawa
◯ 新幹線・JR線・京急線 品川駅
（高輪口）
から徒歩5分、
都営地下鉄浅草線 高輪台駅から徒歩3分

造形美に満ちた日本庭園、
その緑と調和した客室、多彩な宴会場も充実。歴史的建築「貴賓館」
は晩餐会に最適。
◯5-minute walk from the Takanawa exit of Shinagawa Station on the Shinkansen/JR Line/Keikyu Line, and 3-minute walk
from Takanawadai Station on the Asakusa Line
The hotel has a Japanese garden with beautifully shaped formations and design elements, guest rooms harmonized with the
green of the garden, and a variety of banquet halls. Kihinkan (guest house) is a historical structure perfect for banquets.
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グランドプリンスホテル高輪は、改修工事のため2016年10月下旬まで営業を休止させていただきます。2016年11月にリニューアルオープンを予定しております。
なお、
ザ・プリンス さくらタワー東京、
グランドプリンスホテル新高輪は従来通り営業いたしております。

Shinagawa Prince Hotel

❸グランドプリンスホテル新高輪

Takanawa・Shinagawa Area

高 輪・品川エリア

❸

❹

Grand Prince Hotel New Takanawa

◯ 新幹線・JR線・京急線 品川駅
（高輪口）
から徒歩5分、
都営地下鉄浅草線 高輪台駅から徒歩3分

大宴会場
「飛天」
や国際館パミールに直結し国際会議の活用にも適したホテル。
全客室バルコニー付きの心地よさ。
◯5-minute walk from the Takanawa exit of Shinagawa Station on the Shinkansen/JR Line/Keikyu Line or 3-minute
walk from Takanawadai Station of Asakusa Line
The hotel is suitable for international conventions, being directly connected with Hiten Main Banquet Hall and International
Convention Center Pamir. All of the guest rooms are comfortable to stay, having a private balcony.

❹品川プリンスホテル Shinagawa Prince Hotel
◯ 新幹線・JR線・京急線 品川駅前
（高輪口）

3,679の客室、40以上の宴会場、多種多様なレストラン、
アフターMICEも充実したエンターテインメントホテル。
◯In front of Shinagawa Station on the Shinkansen/JR Line/Keikyu Line
The entertaining hotel offers satisfactory after-MICE activities, having 3679 guest rooms, over 40 banquet rooms and a
variety of restaurants.
Grand Prince Hotel Takanawa is currently undergoing renovations, and will be closed until late in October 2016. The hotel will reopen in November
2016 after renovations are complete. The Prince Sakura Tower Tokyo and Grand Prince Hotel New Takanawa are open as usual.
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MICE STYLE・

Takanawa

高輪・品川
Shinagawa

Other ideas for MICE

Facility introduction

Other ideas for MICE

こんな MICE も可能です

施設紹介
> Banquet Halls

宴会場

Facility introduction

こんな MICE も可能です

次の経営戦略を探るMICE

マインドを結束するMICE

Exploring the next management strategy

Fostering team spirit

施設紹介
生産性向上を図るMICE

一体感を醸成するMICE
Fostering a sense of unity

Upgrading productivity

Grand Prince Hotel New Takanawa
International Convention Center Pamir「Konron」

The Prince Sakura Tower Tokyo「Conference Floor」

エグゼクティブな方々にミーティング、ディナー、宿泊
を組み合わせたMICE。

大規模な会場に全国の社員が一堂に集い、新会社や
新戦略のキックオフミーティングを実施。

家族同伴のビジネスMICEを提案。会議終了後には
家族ぐるみのパーティーはいかが。

ホテルの上質な空間とサービスを利用すれば、発想
力が高まりミーティングの成果が上がります。

MICE for executives consisting of meetings, dinners, and
hotel stays

All employees gather at a large hall to participate in a kickoff
meeting to discuss new enterprise or new strategies.

MICE can be proposed as opportunities for families to join
employees for business meetings. How about an
after-meeting party together with family?

Creative power will be enhanced and better results will be
obtained at meetings that take advantage of the quality
spaces and services at the hotel.

発想力を高めるMICE

PR効果を高めるMICE

Cultivating creative power

Grand Prince Hotel Takanawa「Prince Room」

Enhancing the effect of promotional events

気分をリフレッシュするMICE

新製品のデビューを飾るMICE

Refreshing yourself

Enhancing the debut of new products

ザ・プリンス さくらタワー東京「さくらスイート」
The Prince Sakura Tower Tokyo「Sakura Suite Room」

> Guest Rooms
日本庭園の散策は、気分も変わって発想力がさらに
アップ。

大宴会場ではファッションショー、スポーツイベント
などの演出も思いのまま。

業務を終えてから楽しい MICE を。多彩なエンター
テインメントが参加者の意欲を高めます。

最新の音響･照明設備を備えたステラボールなら、
ドラマチックな演出の新製品発表会が可能です。

Stroll through a Japanese garden for a change of pace and to
further enhance creative power.

The large banquet hall is perfect for staging fashion shows
and sport events.

Hold fun MICE after work. Different forms of entertainment
will help motivate participants.

Stellar Ball allows for the dramatic staging of new product
exhibitions with state-of-the-art sound and lighting equipment.

Huge convention area

Ambient surrounding 立地に恵まれた品川は交通網も充実しており、観光名所や有名スポットヘのアク

全てのサービスが徒歩圏内で集結。
巨大コンベンションエリア、
PRINCE TOKYO MICE CITY

周辺情報

> Restaurants

セスもスムーズ。
都内を満喫する拠点として高い利用価値をお約束します。
Shinagawa is a convenient location with an extensive transportation network, offering great
access to popular tourist places and famous spots. The hotel guarantees high utility value as a
base for enjoying Tokyo.

All the service facilities are within walking distance. Prince Tokyo MICE City is an incredibly large convention area.

大きな窓を採用し、明るく広々とした客室。
A roomy guest room with a large window for great
natural illumination.

品川プリンスホテル
メインタワー

品川プリンスホテル
アネックスタワー

高輪テニスセンター
高輪ゴルフセンター

グランドプリンス
ホテル新高輪

Shinagawa Prince Hotel
Main Tower

Shinagawa Prince Hotel
Annex Tower

Takanawa Tennis Center
Takanawa Golf Center

Grand Prince Hotel
New Takanawa

レストラン

銀座
国際館パミール
International Convention
Center Pamir

新宿駅
Shinjuku Sta.

渋谷駅
Shibuya Sta.

Grand Prince Hotel
Takanawa

六本木

アクアパーク品川

日本庭園内に建つ、離れのステーキハウス。黒毛和牛の鉄板
焼や、新感覚の白湯風スープのしゃぶしゃぶで贅沢に満喫。
Steak restaurant inside the annex of the Japanese
garden. Serves lavish dishes such as black-haired
Japanese beef grilled on an iron plate and a new style
of shabushabu cooked in a white-broth style soup.

品川プリンスホテル
イーストタワー

品川プリンスホテル
Nタワー

Shinagawa Prince Hotel
East Tower

Shinagawa Prince Hotel
N Tower

浅草雷門 Asakusa
Kaminarimon

隅田川
Sumida Riv.

Gate

東京駅
Tokyo Sta.

品川プリンスホテル
メインタワー
ツインルーム
Shinagawa
Prince Hotel
Main Tower
Twin Room

The gentle atmosphere and an extravagant space
ensure your relaxing stay of high quality.

> Restaurants

レストラン

浜松町駅
Hamamatsucho Sta.

品川駅
Shinagawa
Sta.

ザ・プリンス
さくらタワー東京

Grand Prince Hotel
New Takanawa
The Club Twin

レインボーブリッジ
Rainbow Bridge

Roppongi

Aqua Park
Shinagawa

Grand Prince Hotel Takanawa「Steak House Katsura」

皇居
The Imperial
Palace

客室
グランドプリンス
ホテル新高輪
ザ・クラブツイン

柔らかな雰囲気と贅を尽くした空間が、上質で
ゆとりのある滞在をお約束。

上野駅
山手線
Ueno Sta.
Yamanote
秋葉原駅
Line
Akihabara Sta.

Ginza

グランドプリンス
ホテル高輪

グランドプリンスホテル高輪「鉄板焼 しゃぶしゃぶ ステーキハウス 桂」

Shinagawa Prince Hotel「Prince Hall」

Meets a wide range of needs with an independent large
banquet hall (top) and a multi-purpose hall (bottom).

Flexible layouts can be set up according to the
number of participants. The hotel offers free Wi-Fi in
the banquet halls and adjacent corridors, the hotel
lobby, and the corridors on the guest room floors.

客室

品川プリンスホテル
「プリンスホール」

独立した大規模宴会場
（上）
、多目的ホール
（下）
など幅広いご要望に対応。

ご利用人数に応じて柔軟なレイアウトが可能。
高輪エリアの宴会場・宴会場ロビー、宿泊ロビー
ではWi-Fiを完備。

> Guest Rooms

宴会場

グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール 大宴会場「崑崙」

ザ・プリンス さくらタワー東京「コンファレンスフロア」

グランドプリンスホテル高輪
「プリンスルーム」

> Banquet Halls

お台場

Odaiba

貴賓館
Kihinkan

The Prince Sakura
Tower Tokyo

品川駅

Shinagawa Station

品川プリンスホテル
「リュクス ダイニング ハプナ」
Shinagawa Prince Hotel「LUXE DINING HAPUNA」

ザ・プリンス さくらタワー東京

「食」
のエンターテインメント・リゾートがコンセ
プトのブッフェレストラン。

羽田空港

The Prince Sakura Tower Tokyo

Haneda Airport
京急蒲田駅
Keikyu Kamata Sta.

グランドプリンスホテル高輪

The buffet restaurant has the concept of a resort that
entertains guests with food.

Grand Prince Hotel Takanawa

グランドプリンスホテル新高輪
Grand Prince Hotel New Takanawa

品川プリンスホテル
❶

❷

高輪・品川エリア
❶ザ・プリンス さくらタワー東京

Takanawa・Shinagawa Area

The Prince Sakura Tower Tokyo

◯ 新幹線・JR線・京急線 品川駅
（高輪口）
から徒歩3分、
都営地下鉄浅草線 高輪台駅から徒歩5分

都心にありながらリゾート気分が味わえるホテル。緑豊かな庭園の眺めと広い客室がやすらぎのご滞在をお約束。
◯3-minute walk from the Takanawa exit of Shinagawa Station on the Shinkansen/JR Lines/Keikyu Line, and 5-minute
walk from Takanawadai Station on the Asakusa Line
This urban hotel offers guests a resort-like experience. The roomy guest rooms and view of the green garden provide for a relaxing stay.

❷グランドプリンスホテル高輪 Grand Prince Hotel Takanawa
◯ 新幹線・JR線・京急線 品川駅
（高輪口）
から徒歩5分、
都営地下鉄浅草線 高輪台駅から徒歩3分

造形美に満ちた日本庭園、
その緑と調和した客室、多彩な宴会場も充実。歴史的建築「貴賓館」
は晩餐会に最適。
◯5-minute walk from the Takanawa exit of Shinagawa Station on the Shinkansen/JR Line/Keikyu Line, and 3-minute walk
from Takanawadai Station on the Asakusa Line
The hotel has a Japanese garden with beautifully shaped formations and design elements, guest rooms harmonized with the
green of the garden, and a variety of banquet halls. Kihinkan (guest house) is a historical structure perfect for banquets.
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グランドプリンスホテル高輪は、改修工事のため2016年10月下旬まで営業を休止させていただきます。2016年11月にリニューアルオープンを予定しております。
なお、
ザ・プリンス さくらタワー東京、
グランドプリンスホテル新高輪は従来通り営業いたしております。

Shinagawa Prince Hotel

❸グランドプリンスホテル新高輪

Takanawa・Shinagawa Area

高 輪・品川エリア

❸

❹

Grand Prince Hotel New Takanawa

◯ 新幹線・JR線・京急線 品川駅
（高輪口）
から徒歩5分、
都営地下鉄浅草線 高輪台駅から徒歩3分

大宴会場
「飛天」
や国際館パミールに直結し国際会議の活用にも適したホテル。
全客室バルコニー付きの心地よさ。
◯5-minute walk from the Takanawa exit of Shinagawa Station on the Shinkansen/JR Line/Keikyu Line or 3-minute
walk from Takanawadai Station of Asakusa Line
The hotel is suitable for international conventions, being directly connected with Hiten Main Banquet Hall and International
Convention Center Pamir. All of the guest rooms are comfortable to stay, having a private balcony.

❹品川プリンスホテル Shinagawa Prince Hotel
◯ 新幹線・JR線・京急線 品川駅前
（高輪口）

3,679の客室、40以上の宴会場、多種多様なレストラン、
アフターMICEも充実したエンターテインメントホテル。
◯In front of Shinagawa Station on the Shinkansen/JR Line/Keikyu Line
The entertaining hotel offers satisfactory after-MICE activities, having 3679 guest rooms, over 40 banquet rooms and a
variety of restaurants.
Grand Prince Hotel Takanawa is currently undergoing renovations, and will be closed until late in October 2016. The hotel will reopen in November
2016 after renovations are complete. The Prince Sakura Tower Tokyo and Grand Prince Hotel New Takanawa are open as usual.
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MICE STYLE・

江戸の面影と東京の現在をつなぎ、
多彩な「TOKYO MICE」がひろがる。

Shibakoen

芝 園
公

There are a wide variety of ideas for MICE Tokyo
with traces of the Edo era and the modernity of Tokyo today.

Other ideas for MICE

Facility introduction

こんな MICE も可能です

虎ノ門、霞ヶ関にも近い芝公園は、徳川の歴史散策をはじめ、首都東京の発展の歩みと未来の姿を目
の当たりにできる魅力的な交流の場を提供。ザ・プリンス パークタワー東京と東京プリンスホテルを
使えば3,000〜5,000名規模の大規模なMICEも可能です。

施設紹介

チームの絆を強めるMICE

東京情緒に浸るMICE

Making stronger ties within a team

Enjoying the atmosphere of Tokyo

> Banquet Halls

宴会場

Being close to Toranomon and Kasumigaseki, Shibakoen is an appealing site for personal exchange
where people can see the development of history, including a walk to trace the history of the
Tokugawa, and the future of the nation’s capital, Tokyo. MICE can be operated on such a large scale
as 3000 to 5000 participants if The Prince Park Tower Tokyo and Tokyo Prince Hotel are used.

芝 公 園 ならで は の
Hold refreshing MICE Tokyo at Shibakoen

9TP^T REFRESH

ザ・プリンス パークタワー東京「コンベンションホール」

MICE

The Prince Park Tower Tokyo「Convention Hall」

グループ別にディスカッションやゲームを実施して
チームの一体感をアップ。

ホテルでのお花見、屋形船遊び、浜離宮恩賜庭園の
散策と、東京情緒を堪能。

Enhancing the sense of team spirit through group discussions
and games.

Fully enjoy the atmosphere of Tokyo, such as viewing the
cherry blossoms at the hotel, taking an old-fashioned
houseboat cruise, or walking around the Hama Rikyu Gardens.

明日への想を練る MICE

ビジネスの交流を深めるMICE

古い東京と新しい東京が同居する芝公園で、
セミナーとリフレッシュを組み合わせたMICEを提案します。
We propose MICE by combining seminars with refreshing activities at Shibakoen where old Tokyo meets new Tokyo.

Considering ideas for tomorrow

01

最適なロケーション
Optimal location

1日目
Day 1

1日目
Day 1

羽田空港、
新幹線、在来線などを使って全国から集合。

02

オープニングセレモニー
Opening Ceremony

Active exchange to deepen business ties

東京プリンスホテル
「鳳凰の間」
Tokyo Prince Hotel「Ho-Oh-No-Ma」

大規模なコンベンションや光の演出を駆使した
イベントにも対応。

1日目／午前

Lighting-based staging ready for large-scale
conventions and events.

Day 1/Morning

Travel by plane, Shinkansen, or local train from all over the
country and gather together for seminars.

> Guest Rooms

(1065 rooms in total)

03

分科会セミナー
Working group seminars

1日目／午後

Day 1/Afternoon

中宴会場や大宴会場を分
割し、
テーマ別の分科会セ
ミナーを効率よく実施。

ザ・プリンス パークタワー東京の大宴会場で全体オー
プニングセレモニーを開催。最新のテレビ会議システム
による世界同時会議も可能です。

Divide a medium-sized or
large banquet hall to efficiently
hold working group seminars
that tackle different themes.

04

Hold a general opening ceremony in the large banquet room of
the Prince Park Tower Tokyo. The state-of-the-art television
conference system allows for global-scale conferences to be
held simultaneously.

お客さまやお取引先、パートナーと交流し、
ビジネス
の絆の強化を図る。

Enjoy the dazzling night view of the Tokyo metropolis, a sight
that is difficult to take during the hustle and bustle of
everyday life.

Interact with your clients, customers, and business partners
to deepen business ties.

Ambient surrounding 東京タワー、増上寺などの有名スポットのほか、虎ノ門、霞ヶ関などの都心にも近く、

周辺情報

首都圏のどこへも便利にアクセスできる最適なロケーションです。

The hotel offers great access to the entire metropolitan area, being optimally located near
downtown areas such as Toranomon and Kasumigaseki, as well as famous spots like Tokyo
Tower and Zojoji Temple.

Day 1/Night

05

1日目／夜

宿泊

東京観光 その１
Tokyo Sightseeing 1

2日目／午前
Day 2/Morning

Atago Jinja Shrine

The hotel offers a variety of
guest rooms to satisfy guest
needs for a quality stay and
relaxing time.

2 日目
Day 2

06

Tokyo Prince Hotel

ホテル周辺の増上寺、芝東
照宮などを観光、東京の歴
史と情緒に触れる。

東京タワー
Tokyo Tower

2日目／早朝

Yoga in the early morning

山手線
Yamanote
Line
御成門駅
Onarimon
Sta.

Day 2/Early morning

09

東京美食ナイト
Gastronomy in Tokyo

2日目／夜
Day 2/Night

東京はグルメの集まる街。エグゼク
ティブから一般の参加者までお好
みのレストランで美食体験。
Tokyo is a city that attracts lovers of fine
food. A variety of restaurants will provide
delightful food for all sorts of guests, from
general participants to executives.
Choose your favorite restaurant.

Tokyo Sightseeing 2

2日目／午後
Day 2/Afternoon

六本木、銀座、お台場、皇居、東京
スカイツリー、浅草へと足を伸ば
し、
東京の多彩な魅力を満喫。
Fully enjoy the allure of Tokyo by visiting
Roppongi, Ginza, Odaiba, Imperial
Palace, Tokyo Sky Tree, and Asakusa.

The hotel has spacious prestigious guest rooms that
provides guests with complete relaxation.

都営大江戸線
Toei Subway
Oedo Line

> Recreation

浜離宮
恩賜庭園

レクリエーション
スイミングプール
Swimming Pool

Hama-rikyu
Gardens
浜松町駅
Hamamatsuchou
Sta.

芝東照宮

Shiba-toshogu Shrine

芝公園駅 Shibakouen Sta.

ボウリング＆ビリヤード
Bowling & Billiards

スパ＆フィットネス

The Prince Park Tower Tokyo
線
田 way
三
営 ub
都 ei S ine
o
L
T ita
M

三田駅
Mita
Sta.
田町駅
Tamachi Sta.

Spa & Fitness

東京モノレール Tokyo Monorail
↓羽田空港へ
↓Haneda Airport

Shibakoen Area

東京観光 その２

Tokyo Prince Hotel
Executive Suite
（LIving Room）

Zojoji Temple

Get up early and try yoga to
refresh the body and mind.

08

東京プリンスホテル
エグゼクティブ スイートルーム
（リビングルーム）

ザ・プリンス パークタワー東京

２日目の朝、早起きしてヨ
ガに挑 戦すれば心身とも
にリフレッシュ。

Visit places such as Zojoji Temple
and Shiba Toshogu Shrine near
the hotel. Experience the history
and atmosphere of Tokyo.

芝公園
Shibakouen
赤羽橋駅
Akabanebashi
Sta.

早朝ヨガ

増上寺

東京プリンスホテル

お客さまの用途に応じて、
上質なやすらぎに満ちた客
室をご用意。

Hold a convivial party in the ballroom of The Prince Park Tower
Tokyo. After interacting with others, enjoy recreational amenities
inside the hotel.

新橋駅
Shinbashi
Sta.

愛宕神社

Day 1/Night

Stay

The Prince Park Tower Tokyo
Rainbow Royal Suite Room
（LIving Room）

心からくつろいでいただける、
ゆとりと格調を備
えた客室をご用意。

1日目／夜

懇親会
Convivial party

ザ・プリンス パークタ
ワー東京のボールルー
ムで懇親パーティー。
交流の後はホテル内の
レクリエーションで楽
しいひとときを。

07

普段ゆっくり見ることができない大都会、東京の輝く
夜景を味わうMICE。

客室
（合計1,065室）
ザ・プリンス パークタワー東京
レインボー ロイヤル
スイートルーム
（リビングルーム）

❶ザ・プリンス パークタワー東京

The Prince Park Tower Tokyo

芝公園エリア

思い思いにリフレッシュできる多彩なレクリエー
ション施設が充実。
There are many different recreation amenities that
guests can use to rejuvenate.

❶

❷

◯最寄り駅：JR線・東京モノレール浜松町駅 都営地下鉄三田線芝公園駅・大江戸線赤羽橋駅

2005年開業。
プリンスホテルのフラッグシップとして、洗練された空間と上質な時間が心からのくつろぎをお約束します。
◯Nearest stations: Hamamatsucho Station on the JR Line/Tokyo Monorail, Shibakoen Station on the Mita Line, and
Akabanebashi Station on the Oedo Line
Opened in 2005, the hotel guarantees a perfect relaxing atmosphere with a sense of sophistication, providing for a quality stay.

❷東京プリンスホテル Tokyo Prince Hotel
◯最寄り駅：JR線・東京モノレール浜松町駅 都営地下鉄三田線御成門駅、浅草線・大江戸線大門駅

東京五輪の開催に合わせ1964年開業。都心にいることを忘れてしまう静けさと一面の緑がやすらぎを演出します。
◯Nearest stations: Hamamatsucho Station on the JR Line/Tokyo Monorail, Onarimon Station on the Mita Line, and
Daimon Station on the Asakusa Line/Oedo Line
Opened in 1964 when Tokyo Olympic Games were held. The hotel provides guests with a peaceful state of mind stemming from the
sense of tranquility created by the greenery around the hotel. Staying here will make you forget you are in the center of the capital.
※最寄り駅について、詳しくはWebサイトをご覧ください。 ※For more details about the nearest stations, see the hotel website.

12

東京プリンスホテルは、改修工事のため2017年3月31日
（金）まで営業を休止させていただきます。2017年
4月に営業を再開いたします。なお、ザ・プリンス パークタワー東京は従来通り営業いたしております。

Tokyo Prince Hotel is currently undergoing renovations, and will be closed until Friday, March 31 2017. The hotel will be reopened in April 2017 after
renovations are complete. The Prince Sakura Tower Tokyo are open as usual.
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MICE STYLE・

江戸の面影と東京の現在をつなぎ、
多彩な「TOKYO MICE」がひろがる。

Shibakoen

芝 園
公

There are a wide variety of ideas for MICE Tokyo
with traces of the Edo era and the modernity of Tokyo today.

Other ideas for MICE

Facility introduction

こんな MICE も可能です

虎ノ門、霞ヶ関にも近い芝公園は、徳川の歴史散策をはじめ、首都東京の発展の歩みと未来の姿を目
の当たりにできる魅力的な交流の場を提供。ザ・プリンス パークタワー東京と東京プリンスホテルを
使えば3,000〜5,000名規模の大規模なMICEも可能です。

施設紹介

チームの絆を強めるMICE

東京情緒に浸るMICE

Making stronger ties within a team

Enjoying the atmosphere of Tokyo

> Banquet Halls

宴会場

Being close to Toranomon and Kasumigaseki, Shibakoen is an appealing site for personal exchange
where people can see the development of history, including a walk to trace the history of the
Tokugawa, and the future of the nation’s capital, Tokyo. MICE can be operated on such a large scale
as 3000 to 5000 participants if The Prince Park Tower Tokyo and Tokyo Prince Hotel are used.

芝 公 園 ならで は の
Hold refreshing MICE Tokyo at Shibakoen

9TP^T REFRESH

ザ・プリンス パークタワー東京「コンベンションホール」

MICE

The Prince Park Tower Tokyo「Convention Hall」

グループ別にディスカッションやゲームを実施して
チームの一体感をアップ。

ホテルでのお花見、屋形船遊び、浜離宮恩賜庭園の
散策と、東京情緒を堪能。

Enhancing the sense of team spirit through group discussions
and games.

Fully enjoy the atmosphere of Tokyo, such as viewing the
cherry blossoms at the hotel, taking an old-fashioned
houseboat cruise, or walking around the Hama Rikyu Gardens.

明日への想を練る MICE

ビジネスの交流を深めるMICE

古い東京と新しい東京が同居する芝公園で、
セミナーとリフレッシュを組み合わせたMICEを提案します。
We propose MICE by combining seminars with refreshing activities at Shibakoen where old Tokyo meets new Tokyo.

Considering ideas for tomorrow

01

最適なロケーション
Optimal location

1日目
Day 1

1日目
Day 1

羽田空港、
新幹線、在来線などを使って全国から集合。

02

オープニングセレモニー
Opening Ceremony

Active exchange to deepen business ties

東京プリンスホテル
「鳳凰の間」
Tokyo Prince Hotel「Ho-Oh-No-Ma」

大規模なコンベンションや光の演出を駆使した
イベントにも対応。

1日目／午前

Lighting-based staging ready for large-scale
conventions and events.

Day 1/Morning

Travel by plane, Shinkansen, or local train from all over the
country and gather together for seminars.

> Guest Rooms

(1065 rooms in total)

03

分科会セミナー
Working group seminars

1日目／午後

Day 1/Afternoon

中宴会場や大宴会場を分
割し、
テーマ別の分科会セ
ミナーを効率よく実施。

ザ・プリンス パークタワー東京の大宴会場で全体オー
プニングセレモニーを開催。最新のテレビ会議システム
による世界同時会議も可能です。

Divide a medium-sized or
large banquet hall to efficiently
hold working group seminars
that tackle different themes.

04

Hold a general opening ceremony in the large banquet room of
the Prince Park Tower Tokyo. The state-of-the-art television
conference system allows for global-scale conferences to be
held simultaneously.

お客さまやお取引先、パートナーと交流し、
ビジネス
の絆の強化を図る。

Enjoy the dazzling night view of the Tokyo metropolis, a sight
that is difficult to take during the hustle and bustle of
everyday life.

Interact with your clients, customers, and business partners
to deepen business ties.

Ambient surrounding 東京タワー、増上寺などの有名スポットのほか、虎ノ門、霞ヶ関などの都心にも近く、

周辺情報

首都圏のどこへも便利にアクセスできる最適なロケーションです。

The hotel offers great access to the entire metropolitan area, being optimally located near
downtown areas such as Toranomon and Kasumigaseki, as well as famous spots like Tokyo
Tower and Zojoji Temple.

Day 1/Night

05

1日目／夜

宿泊

東京観光 その１
Tokyo Sightseeing 1

2日目／午前
Day 2/Morning

Atago Jinja Shrine

The hotel offers a variety of
guest rooms to satisfy guest
needs for a quality stay and
relaxing time.

2 日目
Day 2

06

Tokyo Prince Hotel

ホテル周辺の増上寺、芝東
照宮などを観光、東京の歴
史と情緒に触れる。

東京タワー
Tokyo Tower

2日目／早朝

Yoga in the early morning

山手線
Yamanote
Line
御成門駅
Onarimon
Sta.

Day 2/Early morning

09

東京美食ナイト
Gastronomy in Tokyo

2日目／夜
Day 2/Night

東京はグルメの集まる街。エグゼク
ティブから一般の参加者までお好
みのレストランで美食体験。
Tokyo is a city that attracts lovers of fine
food. A variety of restaurants will provide
delightful food for all sorts of guests, from
general participants to executives.
Choose your favorite restaurant.

Tokyo Sightseeing 2

2日目／午後
Day 2/Afternoon

六本木、銀座、お台場、皇居、東京
スカイツリー、浅草へと足を伸ば
し、
東京の多彩な魅力を満喫。
Fully enjoy the allure of Tokyo by visiting
Roppongi, Ginza, Odaiba, Imperial
Palace, Tokyo Sky Tree, and Asakusa.

The hotel has spacious prestigious guest rooms that
provides guests with complete relaxation.

都営大江戸線
Toei Subway
Oedo Line

> Recreation

浜離宮
恩賜庭園

レクリエーション
スイミングプール
Swimming Pool

Hama-rikyu
Gardens
浜松町駅
Hamamatsuchou
Sta.

芝東照宮

Shiba-toshogu Shrine

芝公園駅 Shibakouen Sta.

ボウリング＆ビリヤード
Bowling & Billiards

スパ＆フィットネス

The Prince Park Tower Tokyo
線
田 way
三
営 ub
都 ei S ine
o
L
T ita
M

三田駅
Mita
Sta.
田町駅
Tamachi Sta.

Spa & Fitness

東京モノレール Tokyo Monorail
↓羽田空港へ
↓Haneda Airport

Shibakoen Area

東京観光 その２

Tokyo Prince Hotel
Executive Suite
（LIving Room）

Zojoji Temple

Get up early and try yoga to
refresh the body and mind.

08

東京プリンスホテル
エグゼクティブ スイートルーム
（リビングルーム）

ザ・プリンス パークタワー東京

２日目の朝、早起きしてヨ
ガに挑 戦すれば心身とも
にリフレッシュ。

Visit places such as Zojoji Temple
and Shiba Toshogu Shrine near
the hotel. Experience the history
and atmosphere of Tokyo.

芝公園
Shibakouen
赤羽橋駅
Akabanebashi
Sta.

早朝ヨガ

増上寺

東京プリンスホテル

お客さまの用途に応じて、
上質なやすらぎに満ちた客
室をご用意。

Hold a convivial party in the ballroom of The Prince Park Tower
Tokyo. After interacting with others, enjoy recreational amenities
inside the hotel.

新橋駅
Shinbashi
Sta.

愛宕神社

Day 1/Night

Stay

The Prince Park Tower Tokyo
Rainbow Royal Suite Room
（LIving Room）

心からくつろいでいただける、
ゆとりと格調を備
えた客室をご用意。

1日目／夜

懇親会
Convivial party

ザ・プリンス パークタ
ワー東京のボールルー
ムで懇親パーティー。
交流の後はホテル内の
レクリエーションで楽
しいひとときを。

07

普段ゆっくり見ることができない大都会、東京の輝く
夜景を味わうMICE。

客室
（合計1,065室）
ザ・プリンス パークタワー東京
レインボー ロイヤル
スイートルーム
（リビングルーム）

❶ザ・プリンス パークタワー東京

The Prince Park Tower Tokyo

芝公園エリア

思い思いにリフレッシュできる多彩なレクリエー
ション施設が充実。
There are many different recreation amenities that
guests can use to rejuvenate.

❶

❷

◯最寄り駅：JR線・東京モノレール浜松町駅 都営地下鉄三田線芝公園駅・大江戸線赤羽橋駅

2005年開業。
プリンスホテルのフラッグシップとして、洗練された空間と上質な時間が心からのくつろぎをお約束します。
◯Nearest stations: Hamamatsucho Station on the JR Line/Tokyo Monorail, Shibakoen Station on the Mita Line, and
Akabanebashi Station on the Oedo Line
Opened in 2005, the hotel guarantees a perfect relaxing atmosphere with a sense of sophistication, providing for a quality stay.

❷東京プリンスホテル Tokyo Prince Hotel
◯最寄り駅：JR線・東京モノレール浜松町駅 都営地下鉄三田線御成門駅、浅草線・大江戸線大門駅

東京五輪の開催に合わせ1964年開業。都心にいることを忘れてしまう静けさと一面の緑がやすらぎを演出します。
◯Nearest stations: Hamamatsucho Station on the JR Line/Tokyo Monorail, Onarimon Station on the Mita Line, and
Daimon Station on the Asakusa Line/Oedo Line
Opened in 1964 when Tokyo Olympic Games were held. The hotel provides guests with a peaceful state of mind stemming from the
sense of tranquility created by the greenery around the hotel. Staying here will make you forget you are in the center of the capital.
※最寄り駅について、詳しくはWebサイトをご覧ください。 ※For more details about the nearest stations, see the hotel website.

12

東京プリンスホテルは、改修工事のため2017年3月31日
（金）まで営業を休止させていただきます。2017年
4月に営業を再開いたします。なお、ザ・プリンス パークタワー東京は従来通り営業いたしております。

Tokyo Prince Hotel is currently undergoing renovations, and will be closed until Friday, March 31 2017. The hotel will be reopened in April 2017 after
renovations are complete. The Prince Sakura Tower Tokyo are open as usual.
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MICE STYLE・

MICE STYLE・

「時の鐘と蔵のまち」小江戸川越で
ビジネスと観光MICE…ときどきゴルフ！

川
越
Kawagoe

国際都市横浜の発展エリア、
誰にも開かれた新しいMICEシティ。

Shin Yokohama

MICE for business, sightseeing, and sometimes, golf in Kawagoe. The city is sometimes referred to as
“Little Edo,” and is known for its Toki no Kane bell tower and Kura no Machi (old-style storehouse street).
歴史と文化の街、小江戸「川越」。蔵の町、時の鐘など観光地に最も近い「西武新宿線本川越駅」に直結したホテル
小江戸川越へ、城下町の風情を残す川越へ、タイムスリップした蔵の町へ。

新 浜
横

A developing area in the international city of Yokohama
A new place for MICE open to everyone
「新横浜」
は国際都市･横浜の新しい顔として発展を続けるエリアです。
このエリアのランドマークのひとつである
新横浜プリンスホテルは優れたアクセス性のもと、柔軟で機能的なMICE施設を提供し、
さらに周辺観光も充実。
すべてにおいて魅力を兼ね備えた
「SHIN YOKOHAMA MICE CITY」
です。

Kawagoe is called a small Edo-style town with a proud history and culture. Kawagoe Prince Hotel is directly connected to Hon-Kawagoe
Station on the Seibu Shinjuku Line, which is the nearest station to sightseeing locations such as Toki no Kane and Kura no Machi.
Kawagoe is a town of old storehouses that retains the air of old castle town, seemingly transporting you back to the Edo period.

MICE selection

川越ならではのMICE STYLE
時の鐘観光MICE
Visit to Toki no Kane

MICE selection

Facility introduction
Ideal form of MICE for Kawagoe

大型スクリーンで迫力MICE

Large screen for impressive visuals

Shin Yokohama continues to evolve as an up-and-coming area of the international city of Yokohama. The Shin
Yokohama Prince Hotel is one of the city’s noted landmarks. The hotel offers flexible and functional facilities for
MICE, and boasts great accessibility. There are many sightseeing locations nearby. Shin Yokohama MICE City is a
truly appealing location in every possible way.

新横浜ならではのMICE STYLE

施設紹介
> Banquet Halls

宴会場

ビジネスの展望を広げるMICE
Widening business perspectives

Facility introduction
Ideal form of MICE for Shin Yokohama

横浜アリーナでイベントするMICE
Events at Yokohama Arena

プリンスホール

約 400 年前から、城下町に時を知らせてきた川越
のシンボル。

最大 1200 名さまが利用可能な主宴会場「プリンス
ホール」
。
大型スクリーンによる講演会などにおすすめ。

The symbol of the castle town Kawagoe that has rung to
tell people the time for nearly 400 years.

Prince Hall is the main banquet room, capable of
accommodating up to 1200 guests. Recommended for
seminars which require a large screen.

緑に囲まれてリフレッシュMICE
Refreshing greenery

スカイバンケットで開放的MICE

Main Banquet Hall Sinfonia

宴会場は大･中･小合わせて 8 の会場各種
パーティーなど多彩にご利用いただけます。

各種音響設備や照明を備えた主宴会場をは
じめ、大小18の会場をご用意。

There are eight banquet rooms that vary in size. The
different sizes allow for many different types of
events and parties.

> Guest Rooms

客室（110室）
ツインルーム Ｄ
Twin room D

最上階のスカイバンケットから眼下に広がる景色
を眺めて気分をリフレッシュ。

ホテルから徒歩1分の近さ、ケータリングサービス
で大型イベントをサポート。

Refresh yourself as you take in the landscape in front of
the hotel from the Sky Banquet Hall on the top floor.

Yokohama Arena is only a 1-minute walk from the hotel.
We can support large-scale events with catering services.

効果的なセミナーを実現するMICE
Holding effective seminars

横浜の観光を活かすMICE

Sky Banquet Hall, which boasts a glass ceiling, is located
on the top floor of the hotel. Recommended for convivial
meetings that require a more open atmosphere.

Ambient surrounding

周辺情報
久邇カントリークラブ

武蔵丘ゴルフコース

新武蔵丘ゴルフコース

西武本川越ぺぺ

Musashigaoka
Golf Course

Shin Musashigaoka
Golf Course

Seibu Honkawagoe
Pepe

The calm atmosphere of the room will help those on
business trips relax.

> Restaurants

主宴会場シンフォニアは最大 1,300 名さまの大型
セミナーMICEに対応。

横浜ベイブリッジや横浜・八景島シーパラダイスな
ど、横浜ならではの魅力を体感。

上層階から、晴れた日には富士山や新宿副都
心、横浜ベイブリッジなどの眺望をお楽しみい
ただけます。

Sinfonia, the main banquet room, is capable of holding
large-scale MICE with up to 1300 participants.

Guests can experience the allure of different sights and
locations in Yokohama, such as the Yokohama Bay
Bridge and Yokohama Hakkeijima Sea Paradise.

You can enjoy views of Mount Fuji, the metropolitan
subcenter of Shinjuku, and the Yokohama Bay
Bridge from the upper stories on clear sunny days.

レストラン
朝食はブッフェ料理♪
Buffet-style breakfast

ブッフェレストラン エトワール
Etoile Buffet Restaurant

ホテル最上階にあるブッフェレストラン
「エトワー
ル」
で和食・洋食料理をご堪能いただけます。
Guests can enjoy Japanese and Western food at the
Etoile Buffet Restaurant, which is located on the top
floor of the hotel.

川越プリンスホテル

Ambient surrounding

周辺情報

> Restaurants

レストラン

日産スタジアム、新横浜スケートセンター、横浜アリーナなど、
スポーツや文
化の大型スポットが集中。
みなとみらいや元町･中華街も気軽に行けます。
Collection of large sport and cultural facilities, such as Nissan Stadium, Shinyokohama
Skate Center, and Yokohama Arena. The hotel also offers convenient access to
Yokohama Minato Mirai 21 and Yokohama Chinatown.

横浜アリーナ

新横浜スケートセンター

日産スタジアム

横浜・八景島シーパラダイス

Yokohama Arena

Shinyokohama
Skate Center

Nissan Studium

Yokohama Hakkeijima
Sea Paradise
日本料理 羽衣
Hagoromo Japanese Restaurant

眺望のよい高層階で選りすぐりのお料理を。
Enjoy our special cuisine and a fantastic view on the
top floor.

新横浜プリンスホテル

Kawagoe Prince Hotel

Shin Yokohama Prince Hotel

◯西武新宿線本川越駅直結
昔懐かしい面影を残す町、小江戸川越。ビジネス
に、
ゴルフに、
観光の拠点としても大変便利です。

◯新幹線･新横浜駅から徒歩2分

◯ Directly connected to Hon-Kawagoe Station

on the Seibu Shinjuku Line
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客室
（876室）

Moderate Single Room

Kawagoe, which is sometimes called “Little Edo,” is home to many historic buildings,
including castle ruins and temples. Kura no Machi retains the atmosphere of the Edo era,
while the Toki no Kane bell tower tells the time to the residents of this old castle town.

Kuni Country Club

> Guest Rooms

モデレートシングル

落ち着いた雰囲気でビジネスのご宿泊にも
ゆっくりおくつろぎいただけます。

江戸の面影が残る
「蔵のまち」、
城下町の時を知らせてきた
「時の鐘」
ほか
城跡、
寺院、
歴史的建造物が数多く残る小江戸川越。

There are 18 banquet rooms that vary by size,
including the main banquet room equipped with
varied audio and lighting equipment.

Effective use of sightseeing resources in Yokohama

和室

Experience the great outdoors and refresh yourself in the
vast hilly 304-hectare area of Musashino Kyuryo National
Government Park.

宴会場

主宴会場 シンフォニア

Japanese-style guest room

ホテル最上階にあるガラス張りの天井「スカイバン
ケットホール」
。
解放感のある懇親会にどうぞ。

> Banquet Halls

Prince Hall

Sky Banquet Hall – Open space

304haの広大な丘陵地、国営武蔵丘陵森林公園で
自然を身近に感じてリフレッシュできます。

施設紹介

Kawagoe is a small
Edo-style town that still
retains the nostalgic
remnants of the Edo era.
Very convenient as a base
for business, golf, and
sightseeing.

ビジネスと観光の拠点としてご利用いただける
42階建の都市型高層ホテル。大小18の宴会場
が多彩なMICEニーズにお応えします。
◯ 2-minute walk from Shin Yokohama Station

on the Shinkansen line
This 42-story high-rise urban
hotel can be used as a base for
business and sightseeing.
18 banquet rooms of different
sizes are able to satisfy various
MICE-related needs.
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MICE STYLE・

MICE STYLE・

「時の鐘と蔵のまち」小江戸川越で
ビジネスと観光MICE…ときどきゴルフ！

川
越
Kawagoe

国際都市横浜の発展エリア、
誰にも開かれた新しいMICEシティ。

Shin Yokohama

MICE for business, sightseeing, and sometimes, golf in Kawagoe. The city is sometimes referred to as
“Little Edo,” and is known for its Toki no Kane bell tower and Kura no Machi (old-style storehouse street).
歴史と文化の街、小江戸「川越」。蔵の町、時の鐘など観光地に最も近い「西武新宿線本川越駅」に直結したホテル
小江戸川越へ、城下町の風情を残す川越へ、タイムスリップした蔵の町へ。

新 浜
横

A developing area in the international city of Yokohama
A new place for MICE open to everyone
「新横浜」
は国際都市･横浜の新しい顔として発展を続けるエリアです。
このエリアのランドマークのひとつである
新横浜プリンスホテルは優れたアクセス性のもと、柔軟で機能的なMICE施設を提供し、
さらに周辺観光も充実。
すべてにおいて魅力を兼ね備えた
「SHIN YOKOHAMA MICE CITY」
です。

Kawagoe is called a small Edo-style town with a proud history and culture. Kawagoe Prince Hotel is directly connected to Hon-Kawagoe
Station on the Seibu Shinjuku Line, which is the nearest station to sightseeing locations such as Toki no Kane and Kura no Machi.
Kawagoe is a town of old storehouses that retains the air of old castle town, seemingly transporting you back to the Edo period.

MICE selection

川越ならではのMICE STYLE
時の鐘観光MICE
Visit to Toki no Kane

MICE selection

Facility introduction
Ideal form of MICE for Kawagoe

大型スクリーンで迫力MICE

Large screen for impressive visuals

Shin Yokohama continues to evolve as an up-and-coming area of the international city of Yokohama. The Shin
Yokohama Prince Hotel is one of the city’s noted landmarks. The hotel offers flexible and functional facilities for
MICE, and boasts great accessibility. There are many sightseeing locations nearby. Shin Yokohama MICE City is a
truly appealing location in every possible way.

新横浜ならではのMICE STYLE

施設紹介
> Banquet Halls

宴会場

ビジネスの展望を広げるMICE
Widening business perspectives

Facility introduction
Ideal form of MICE for Shin Yokohama

横浜アリーナでイベントするMICE
Events at Yokohama Arena

プリンスホール

約 400 年前から、城下町に時を知らせてきた川越
のシンボル。

最大 1200 名さまが利用可能な主宴会場「プリンス
ホール」
。
大型スクリーンによる講演会などにおすすめ。

The symbol of the castle town Kawagoe that has rung to
tell people the time for nearly 400 years.

Prince Hall is the main banquet room, capable of
accommodating up to 1200 guests. Recommended for
seminars which require a large screen.

緑に囲まれてリフレッシュMICE
Refreshing greenery

スカイバンケットで開放的MICE

Main Banquet Hall Sinfonia

宴会場は大･中･小合わせて 8 の会場各種
パーティーなど多彩にご利用いただけます。

各種音響設備や照明を備えた主宴会場をは
じめ、大小18の会場をご用意。

There are eight banquet rooms that vary in size. The
different sizes allow for many different types of
events and parties.

> Guest Rooms

客室（110室）
ツインルーム Ｄ
Twin room D

最上階のスカイバンケットから眼下に広がる景色
を眺めて気分をリフレッシュ。

ホテルから徒歩1分の近さ、ケータリングサービス
で大型イベントをサポート。

Refresh yourself as you take in the landscape in front of
the hotel from the Sky Banquet Hall on the top floor.

Yokohama Arena is only a 1-minute walk from the hotel.
We can support large-scale events with catering services.

効果的なセミナーを実現するMICE
Holding effective seminars

横浜の観光を活かすMICE

Sky Banquet Hall, which boasts a glass ceiling, is located
on the top floor of the hotel. Recommended for convivial
meetings that require a more open atmosphere.

Ambient surrounding

周辺情報
久邇カントリークラブ

武蔵丘ゴルフコース

新武蔵丘ゴルフコース

西武本川越ぺぺ

Musashigaoka
Golf Course

Shin Musashigaoka
Golf Course

Seibu Honkawagoe
Pepe

The calm atmosphere of the room will help those on
business trips relax.

> Restaurants

主宴会場シンフォニアは最大 1,300 名さまの大型
セミナーMICEに対応。

横浜ベイブリッジや横浜・八景島シーパラダイスな
ど、横浜ならではの魅力を体感。

上層階から、晴れた日には富士山や新宿副都
心、横浜ベイブリッジなどの眺望をお楽しみい
ただけます。

Sinfonia, the main banquet room, is capable of holding
large-scale MICE with up to 1300 participants.

Guests can experience the allure of different sights and
locations in Yokohama, such as the Yokohama Bay
Bridge and Yokohama Hakkeijima Sea Paradise.

You can enjoy views of Mount Fuji, the metropolitan
subcenter of Shinjuku, and the Yokohama Bay
Bridge from the upper stories on clear sunny days.

レストラン
朝食はブッフェ料理♪
Buffet-style breakfast

ブッフェレストラン エトワール
Etoile Buffet Restaurant

ホテル最上階にあるブッフェレストラン
「エトワー
ル」
で和食・洋食料理をご堪能いただけます。
Guests can enjoy Japanese and Western food at the
Etoile Buffet Restaurant, which is located on the top
floor of the hotel.

川越プリンスホテル

Ambient surrounding

周辺情報

> Restaurants

レストラン

日産スタジアム、新横浜スケートセンター、横浜アリーナなど、
スポーツや文
化の大型スポットが集中。
みなとみらいや元町･中華街も気軽に行けます。
Collection of large sport and cultural facilities, such as Nissan Stadium, Shinyokohama
Skate Center, and Yokohama Arena. The hotel also offers convenient access to
Yokohama Minato Mirai 21 and Yokohama Chinatown.

横浜アリーナ

新横浜スケートセンター

日産スタジアム

横浜・八景島シーパラダイス

Yokohama Arena

Shinyokohama
Skate Center

Nissan Studium

Yokohama Hakkeijima
Sea Paradise
日本料理 羽衣
Hagoromo Japanese Restaurant

眺望のよい高層階で選りすぐりのお料理を。
Enjoy our special cuisine and a fantastic view on the
top floor.

新横浜プリンスホテル

Kawagoe Prince Hotel

Shin Yokohama Prince Hotel

◯西武新宿線本川越駅直結
昔懐かしい面影を残す町、小江戸川越。ビジネス
に、
ゴルフに、
観光の拠点としても大変便利です。

◯新幹線･新横浜駅から徒歩2分

◯ Directly connected to Hon-Kawagoe Station

on the Seibu Shinjuku Line
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客室
（876室）

Moderate Single Room

Kawagoe, which is sometimes called “Little Edo,” is home to many historic buildings,
including castle ruins and temples. Kura no Machi retains the atmosphere of the Edo era,
while the Toki no Kane bell tower tells the time to the residents of this old castle town.

Kuni Country Club

> Guest Rooms

モデレートシングル

落ち着いた雰囲気でビジネスのご宿泊にも
ゆっくりおくつろぎいただけます。

江戸の面影が残る
「蔵のまち」、
城下町の時を知らせてきた
「時の鐘」
ほか
城跡、
寺院、
歴史的建造物が数多く残る小江戸川越。

There are 18 banquet rooms that vary by size,
including the main banquet room equipped with
varied audio and lighting equipment.

Effective use of sightseeing resources in Yokohama

和室

Experience the great outdoors and refresh yourself in the
vast hilly 304-hectare area of Musashino Kyuryo National
Government Park.

宴会場

主宴会場 シンフォニア

Japanese-style guest room

ホテル最上階にあるガラス張りの天井「スカイバン
ケットホール」
。
解放感のある懇親会にどうぞ。

> Banquet Halls

Prince Hall

Sky Banquet Hall – Open space

304haの広大な丘陵地、国営武蔵丘陵森林公園で
自然を身近に感じてリフレッシュできます。

施設紹介

Kawagoe is a small
Edo-style town that still
retains the nostalgic
remnants of the Edo era.
Very convenient as a base
for business, golf, and
sightseeing.

ビジネスと観光の拠点としてご利用いただける
42階建の都市型高層ホテル。大小18の宴会場
が多彩なMICEニーズにお応えします。
◯ 2-minute walk from Shin Yokohama Station

on the Shinkansen line
This 42-story high-rise urban
hotel can be used as a base for
business and sightseeing.
18 banquet rooms of different
sizes are able to satisfy various
MICE-related needs.
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MICE STYLE・

MICE STYLE・

歴史を感じさせる東の古都は、
ビジネスの「つわものたち」が集まる街。

鎌
倉
Kamakura

大
磯
Oiso

Historic old town in the east
where elite business professionals gather.
太平洋に臨む七里ガ浜に面し、明るい陽光と潮に包まれた鎌倉は、
ビジネスをリフレッシュするには最適な環境。
オフィスを離れて気分を一新し、古都の歴史の重みを感じながら新たなビジネスの企みを育てませんか。
Facing Shichirigahama Beach overlooking the Pacific Ocean, Kamakura is the optimal environment for a refreshing business
experience. It is a place awash in bright sunlight and crisp breezes brought by the tides. Step out of the office to reinvigorate yourself
as you walk around the town. Try to develop new business plans as you experience the significance of history in this old city.

MICE selection

鎌倉ならではのMICE STYLE
創造力を高めるMICE
Growing creativity

鎌倉の四季を探訪するMICE

Discovering the seasons of Kamakura

The open air of the cheerful seaside is perfect for holding MICE
that seek to deliver a sense of openness and freshness.
都心から近い湘南の大磯に立地。歴史ある地、太平洋を望む広い敷地に、国際会議場、宴会場、客室（312室）、
レストランのほか、プール、ボウリングセンターなどを擁する快適なシーサイドリゾートホテルです。
Located in Oiso, not far from the center of Tokyo. Standing in a historic location and on the wide premises overlooking the Pacific
Ocean, this comfortable seaside resort hotel has an international banquet hall, meeting/banquet rooms, 312 guest rooms,
restaurants, a swimming pool, and a bowling center.

MICE selection

Facility introduction
Ideal form of MICE for Kamakura

明るいシーサイドの開放感が、
オープンでフレッシュなMICEにふさわしい。

大磯ならではのMICE STYLE

施設紹介
> Banquet Halls

Facility introduction
Ideal form of MICE for Oiso

青空の下で開放的にショウアップするMICE

宴会場

MICE that enlivens outdoor events in an open atmosphere

施設紹介
> Banquet Halls

宴会場

ホテル敷 地内の広 大な駐 車 場は新 型 車や
新製品の展示会に最適。前日のオープニン
グパーティー、レストランなどでの懇談もサ
ポート。

バンケットホール 七里ヶ浜
Shichirigahama Banquet Hall

寺社めぐり、座禅や茶道の体験などで心静かに想
いを広げるひとときを。

梅、桜、あじさい、紅葉など季節を彩る花々を愛し、
歓びを分かち合う。

Take time to stimulate your mind by visiting temples and
shrines, trying Zen meditation, and taking part in a tea
ceremony.

Enjoy looking at the different flowers of the seasons, such
as Japanese apricot, cherry, and hydrangea, as well as
the brightly colored leaves in autumn.

思考をリフレッシュするMICE
Refreshing your mind

知的交流で高め合うMICE

江の島、富士山を一望できる宴会場、ディナー
形式で最大600名さままでご利用可能。
The banquet room that overlooks Enoshima and
Mount Fuji. It can accommodate up to 600 guests for
dinner banquets.

> Guest Rooms (95 rooms) 客室（95室）

Intelligent exchange for mutual inspiration

レンポジ

チームの親睦を深めるMICE

Promoting friendship among team members

The vast parking space
on the premises is
perfect for trade shows
featuring new car
models and new
products. The hotel also
provides support for
opening receptions on
the days before events
and convivial parties at
the restaurant.

仲間とスポーツで快汗するMICE

国際会議場
International Banquet Hall

1,010㎡という広さの多目的空間で、国際会
議に必要な同時通訳装置や音響設備も充実。
The multi-purpose space is nearly 1010 m 2 in area.
It is equipped with the simultaneous interpretation
devices and sound system necessary for
international conferences.

> Guest Rooms (312 rooms) 客室（312室）
ツインルーム D

Competitive action with peers

Twin room D

ツインルーム B
ツインルーム A

Twin room B

Twin room A

湘南の海の水平線や丹沢山系など、美しい眺
めが楽しめるお部屋をご用意。

すべての客室が湘南の海を望むオーシャン
ビュー。会議後のオフをくつろぎの時間に。
湘南の潮風を感じられる散策は、ビジネスの休息
とリスタートに最適。

文豪が愛した鎌倉は学会や研究会などがよく似
合う
（写真は鎌倉文学館）。

Enjoy the sea breeze as you walk around the Shonan
area. The perfect escape before getting back to business.

The great literary figures loved Kamakura. It is a wonderful
place for holding academic meetings and workshops.
(Photo of the Kamakura Museum of Literature.)

All of the guest rooms have an ocean view facing
the Shonan Sea. Simply relax during your down time
after a conference.

> Restaurants

営業チームの集まりではゴルフ懇親会の組み合わ
せでさらに魅力アップ。

大磯ロングビーチ、釣り、フットサル、テニスなどの
アクティブ体験が可能。

MICE can be held in more appealing ways for sales teams
by combining events with convivial golf competitions.

At Oiso Long Beach, guests can enjoy activities such as
fishing, futsal, and tennis.

レストラン

Guest rooms overlook beautiful views of the horizon
on the Shonan Sea and the Tanzawa Mountains.

> Recreation

レクリエーション
ボウリング
Bowling

Ambient surrounding

周辺情報

Ambient surrounding

七里ヶ浜ゴルフ場、江ノ電、鎌倉大仏
（高徳院）
、鶴岡八幡宮のほか、江の島、
富士山を望む雄大な眺望など、
観光や自然の景勝地も多彩に広がっています。

周辺情報

There are many different sightseeing locations and scenic spots: Shichirigahama Golf
Driving Range, Enoden Line, Daibutsu or Great Buddha of Kamakura (at Kotoku-in),
Tsurugaoka Hachimangu, Enoshima, and magnificent views of Mount Fuji.

七里ヶ浜ゴルフ場

江ノ電

鎌倉大仏
（高徳院）

お寺でお茶と出会う

Shichirigahama Golf
Driving Range

Enoden

The Great Buddha and
Kotoku-in

Enjoy having tea at
a temple

レストラン ル・トリアノン
restaurant Le Trianon

Oiso was developed as a resort house area for prominent figures in the political and
financial worlds. The area offers different places to visit, such as the beautiful coast
lines and the lush green Shonandaira Hills.

小田原アリーナ

Shonan BMW スタジアム平塚

湘南平

旧吉田茂邸

Odawara Arena

Shonan BMW Studium
Hiratsuka

Shonandaira

Old Yoshida Residence

ゴルフ
Golf

テニス
Tennis

鎌倉野菜や湘南の海の幸などを生かしたフレ
ンチディナー・ランチをお楽しみいただけます。

思い思いにリフレッシュできる多彩なスポー
ツ施設が充実。

Enjoy French-style dinner and lunch dishes featuring
vegetables from Kamakura and seafood from the
Shonan Sea.

The hotel offers facilities for a variety of sports,
allowing guests to refresh and make the most of
their down time.

鎌倉プリンスホテル

大磯プリンスホテル

Kamakura Prince Hotel

Oiso Prince Hotel

◯江ノ電七里ヶ浜駅から徒歩8分
江の島、富士山を一望できる景勝地に佇み、古都
鎌倉散策の拠点として最適なホテルです。

◯東海道本線大磯駅からタクシーで平常時約7分

◯ 8-minute walk from Shichirigahama Station

on the Enoden Line.
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かつて著名な政治家や財界人の別荘地として発展した大磯。
美しい海岸線、
緑あふれる湘南平などの見どころもあります。

Surrounded by scenic
spots overlooking
Enoshima and Mount Fuji,
this hotel provides the
perfect base for exploring
the historic city of
Kamakura.

1957年開業の水の楽園
「大磯ロングビーチ」
に
併設して1964年誕生。国際都市として発展する
大磯のシンボルとなるリゾートホテル。
◯ Normally about a 7-minute drive by taxi from

Oiso Station on the Tokaido Main Line.
The hotel opened in 1964 right next
to Oiso Long Beach, a collection of
water recreation facilities that
opened in 1957. This resort hotel
represents Oiso, which is
developing as an international city.
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MICE STYLE・

MICE STYLE・

歴史を感じさせる東の古都は、
ビジネスの「つわものたち」が集まる街。

鎌
倉
Kamakura

大
磯
Oiso

Historic old town in the east
where elite business professionals gather.
太平洋に臨む七里ガ浜に面し、明るい陽光と潮に包まれた鎌倉は、
ビジネスをリフレッシュするには最適な環境。
オフィスを離れて気分を一新し、古都の歴史の重みを感じながら新たなビジネスの企みを育てませんか。
Facing Shichirigahama Beach overlooking the Pacific Ocean, Kamakura is the optimal environment for a refreshing business
experience. It is a place awash in bright sunlight and crisp breezes brought by the tides. Step out of the office to reinvigorate yourself
as you walk around the town. Try to develop new business plans as you experience the significance of history in this old city.

MICE selection

鎌倉ならではのMICE STYLE
創造力を高めるMICE
Growing creativity

鎌倉の四季を探訪するMICE

Discovering the seasons of Kamakura

The open air of the cheerful seaside is perfect for holding MICE
that seek to deliver a sense of openness and freshness.
都心から近い湘南の大磯に立地。歴史ある地、太平洋を望む広い敷地に、国際会議場、宴会場、客室（312室）、
レストランのほか、プール、ボウリングセンターなどを擁する快適なシーサイドリゾートホテルです。
Located in Oiso, not far from the center of Tokyo. Standing in a historic location and on the wide premises overlooking the Pacific
Ocean, this comfortable seaside resort hotel has an international banquet hall, meeting/banquet rooms, 312 guest rooms,
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MICE selection

Facility introduction
Ideal form of MICE for Kamakura

明るいシーサイドの開放感が、
オープンでフレッシュなMICEにふさわしい。

大磯ならではのMICE STYLE

施設紹介
> Banquet Halls

Facility introduction
Ideal form of MICE for Oiso

青空の下で開放的にショウアップするMICE

宴会場

MICE that enlivens outdoor events in an open atmosphere

施設紹介
> Banquet Halls
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Ambient surrounding

周辺情報

Ambient surrounding
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lines and the lush green Shonandaira Hills.

小田原アリーナ

Shonan BMW スタジアム平塚

湘南平

旧吉田茂邸

Odawara Arena

Shonan BMW Studium
Hiratsuka

Shonandaira

Old Yoshida Residence

ゴルフ
Golf

テニス
Tennis

鎌倉野菜や湘南の海の幸などを生かしたフレ
ンチディナー・ランチをお楽しみいただけます。

思い思いにリフレッシュできる多彩なスポー
ツ施設が充実。

Enjoy French-style dinner and lunch dishes featuring
vegetables from Kamakura and seafood from the
Shonan Sea.

The hotel offers facilities for a variety of sports,
allowing guests to refresh and make the most of
their down time.

鎌倉プリンスホテル

大磯プリンスホテル

Kamakura Prince Hotel

Oiso Prince Hotel

◯江ノ電七里ヶ浜駅から徒歩8分
江の島、富士山を一望できる景勝地に佇み、古都
鎌倉散策の拠点として最適なホテルです。

◯東海道本線大磯駅からタクシーで平常時約7分

◯ 8-minute walk from Shichirigahama Station

on the Enoden Line.
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緑あふれる湘南平などの見どころもあります。
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spots overlooking
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perfect base for exploring
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1957年開業の水の楽園
「大磯ロングビーチ」
に
併設して1964年誕生。国際都市として発展する
大磯のシンボルとなるリゾートホテル。
◯ Normally about a 7-minute drive by taxi from

Oiso Station on the Tokaido Main Line.
The hotel opened in 1964 right next
to Oiso Long Beach, a collection of
water recreation facilities that
opened in 1957. This resort hotel
represents Oiso, which is
developing as an international city.
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MICE STYLE・

大
津
Otsu

心をひきつける湖の都は、
光とうるおいに満ちたMICEステージ。
City of the lake full of light and water where people gather to enjoy MICE.

Other ideas for MICE

Facility introduction

こんな MICE も可能です
日本最大、雄大に広がるびわ湖畔に位置する大津。
ふりそそぐ光、満々とたたえた湖水、豊かな自然を望みながら、気持ちをのびのびとオープンにする開放的なMICEを。

施設紹介

湖国百景に出会うMICE

ゴルフで心を通わせるMICE

Finding one of the best 100 scenic spots along the lake

Interacting with others through golf

> Banquet Halls

宴会場

Otsu is located alongside Lake Biwa, the largest lake in Japan. Hold MICE that provides participants with an open-minded
and relaxing experience near the grand lake, savoring a lot of sunshine, rich lake water and a wealth of nature.

Ǉ

大 津 な らで は の
MICE at Otsu, the city of the lake

ǜ

プリンスホール

ܓ MICE

Prince Hall

日本遺産に認定された、びわ湖を遊覧船で楽しむ。
湖上から観る景色はまた格別。

瀬田･竜王などのゴルフ場を使い、顧客を招いたス
ポーツイベントを実施。

Enjoy a pleasure cruiser ride on Lake Biwa, which is certified
a Japan Heritage. The view from the lake is truly special.

Invite clients out for sport events at golf courses such as
Seta and Ryuo.
お うみ

日本最大の美しい湖、
びわ湖を望む絶好の雰囲気の中、3,000名規模の大型コンベンションも開催可能。
A large-scale convention with 3000 participants can be held at a hotel in the perfect environment in front of beautiful Lake Biwa,
Japan’s largest lake.

01

ロケーション
Location

1日目／午前
Day 1/Morning

1日目
Day 1

02

コンベンションがスタート
Start of the convention

アートに酔いしれるMICE

信楽で土とふれ合うMICE

Become enraptured by art

Playing with clay at Shigaraki

和室宴会場 高砂

コンベンションホール 淡海

Japanese Style Banquet
Room: Takasago

Convention Hall "Oumi"

お うみ

国内最大規模の
「淡海」
は2,000名から3,000
名のご利用が可能。中小宴会場も多彩に対応。
Oumi, one of Japan’s largest banquet halls,
accommodates 2000 to 3000 guests. There are other
small and medium-sized banquet rooms that can be
used in many different ways.

1日目／午前
Day 1/Morning

> Guest Rooms (520 rooms) 客室（520室）
スカイフロア
ツイン

お うみ

JR京都駅から電車で10分の大津駅、好アクセスでびわ
湖畔のホテルへ。

国内最大規模のコンベンションホール「淡海」を参加
者が埋め尽くす。

It takes only 10 minutes to reach Otsu from Kyoto by the JR Line.
The hotel by Lake Biwa is easily accessible from Kyoto Station.

Participants gather in Oumi, the largest-scale convention hall in
Japan.

ルーブル美術館のガラスのピラミッドなどを設計した、
I. M.ペイ氏設計のMIHO MUSEUMで豊かなひとときを。

狸の置物で有名な信楽焼き陶芸体験でオリジナル
陶器を作ってみませんか。

Enjoy some quality time at Miho Museum, designed by the
architect I. M. Pei, best known for the Louvre Pyramid.

Create your own original artwork in a pottery class at a
workshop that makes Shigaraki ware, which is known for its
raccoon-dog figures.

Ambient surrounding 人々が交流するびわ湖ホール、人気の高い瀬田ゴルフコース、さらに歴史の重み

周辺情報
分科会
Unit session

04

1日目／午後
Day 1/Afternoon

懇親パーティー
Convivial party

1日目／夜

The hotel also offers great access to Biwako Hall Center for the Performing Arts, where
people interact together, the popular Seta Golf Course, and the historic temples Hieizan
Enryakuji and Ishiyamadera.

Day 1/Night

367

比叡山延暦寺（世界文化遺産）
Hieizan Enryaku-ji Temple
（World Cultural Heritage）

Ko 湖西
se 線
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03

を感じさせる比叡山延暦寺、石山寺などにも気軽に足を延ばせます。
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沖島
Okishima
Island

石山寺
Ishiyama-dera Temple

Sky floor
Twin

スカイフロア
EIZAN
Sky floor
EIZAN

全室レイクビュー。高層階ではびわ湖の素晴ら
しい眺望が楽しめます。
All of the guest rooms have a view of the lake. The
rooms on the higher stories in particular offer a superb
view of Lake Biwa.

びわ湖
Lake Biwa

> Restaurants

レストラン

びわ湖大津プリンスホテル
Lake Biwa Otsu Prince Hotel

多彩な規模の宴会場が合計20室あり、用途に応じた
対応が可能。

近隣の京野菜やびわ湖産の
食材を楽しみながら懇談。
二次会はスカイラウンジで。

There are twenty banquet halls that differ in size which can be
used for a variety of purposes.

05

宿泊
Stay

Day 1/Night

全室レイクビュー、ゆと
りのある36 ㎡の客室で
やすらぐ。
All of the guest rooms have
a lake view. Each room is 36
m 2, offering plenty of space
for a good night’s rest.

びわ湖ホール
Biwako Hall
JR京都駅
JR Kyoto Sta.

JR大津駅
JR Otsu Sta.
路 ay
道
w
高速 ress
名神in Exp
h
is
Me
イパス
京滋バbypass
Keiji
東海道新幹線

Enjoy conversation while eating
vegetables grown in Kyoto near
Otsu and foods from Lake
Biwa. Hold an after-party
gathering in the Sky Lounge.

1日目／夜

2 日目
Day 2

線 e
本 in
道 L
海 do
東 kai
o
T

瀬田ゴルフコース
Seta Golf Course

フランス料理 ボーセジュール
Beaux Sejours French Restaurant

名匠 井上誠一氏設計コース
Designed by Seiichi Inoue

Tokaido Shinkansen

06

自由行動
Free activities

新鮮な食材を厳選し、経験豊かなシェフが腕
をふるった料理を堪能。
Fully enjoy cuisine prepared by our experienced chefs
using fresh ingredients.

2日目
Day 2

光とうるおいに満
ちた湖 畔リゾート
を思い思いに。
Enjoy a lake resort
rich in light and water.

プリンスホテル ウエルカムカウンター
Prince Hotel Welcome Counter
JR京都駅八条口1F／9:00A.M.〜6:00P.M.
Located on the ground floor of JR Line
Kyoto Station near the Hachijo exit
Open: 9:00 a.m. to 6:00 p.m.

お荷物を預けそのまま周辺観光に出か
けられて便利です。
Guests can
conveniently drop
off their luggage
and go sightseeing
nearby.
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竜王ゴルフコース
Ryuoo Golf Course

びわ湖大津プリンスホテル
Lake Biwa Otsu Prince Hotel
（2016年4月1日、大津プリンスホテルより名称変更）
(The hotel’s name will be changed from Otsu Prince Hotel on April 1, 2016.)

◯JR京都駅から大津駅まで10分
JR大津駅から無料シャトルバスで平常時約10分
1989 年開業。びわ湖畔に佇むタワー型の高層リゾートホテル。
お うみ
客室数 520 室、国内最大級の宴会場「淡海」
を擁し、大規模なコ
ンベンションやイベントなど幅広く対応。
◯It takes 10 minutes from JR Kyoto Station to JR Otsu Station.
It takes normally about 10 minutes by free shuttle bus from JR Otsu Station.
This high-rise tower style resort hotel, which opened in 1989, is located by
Lake Biwa. It can hold large-scale conventions and events, with 520 guest
rooms and Oumi, Japan’s largest banquet hall.
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MICE STYLE・

大
津
Otsu

心をひきつける湖の都は、
光とうるおいに満ちたMICEステージ。
City of the lake full of light and water where people gather to enjoy MICE.

Other ideas for MICE

Facility introduction

こんな MICE も可能です
日本最大、雄大に広がるびわ湖畔に位置する大津。
ふりそそぐ光、満々とたたえた湖水、豊かな自然を望みながら、気持ちをのびのびとオープンにする開放的なMICEを。

施設紹介

湖国百景に出会うMICE

ゴルフで心を通わせるMICE

Finding one of the best 100 scenic spots along the lake

Interacting with others through golf

> Banquet Halls

宴会場

Otsu is located alongside Lake Biwa, the largest lake in Japan. Hold MICE that provides participants with an open-minded
and relaxing experience near the grand lake, savoring a lot of sunshine, rich lake water and a wealth of nature.

Ǉ

大 津 な らで は の
MICE at Otsu, the city of the lake

ǜ

プリンスホール

ܓ MICE

Prince Hall

日本遺産に認定された、びわ湖を遊覧船で楽しむ。
湖上から観る景色はまた格別。

瀬田･竜王などのゴルフ場を使い、顧客を招いたス
ポーツイベントを実施。

Enjoy a pleasure cruiser ride on Lake Biwa, which is certified
a Japan Heritage. The view from the lake is truly special.

Invite clients out for sport events at golf courses such as
Seta and Ryuo.
お うみ

日本最大の美しい湖、
びわ湖を望む絶好の雰囲気の中、3,000名規模の大型コンベンションも開催可能。
A large-scale convention with 3000 participants can be held at a hotel in the perfect environment in front of beautiful Lake Biwa,
Japan’s largest lake.
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者が埋め尽くす。

It takes only 10 minutes to reach Otsu from Kyoto by the JR Line.
The hotel by Lake Biwa is easily accessible from Kyoto Station.
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びわ湖大津プリンスホテル
Lake Biwa Otsu Prince Hotel

多彩な規模の宴会場が合計20室あり、用途に応じた
対応が可能。

近隣の京野菜やびわ湖産の
食材を楽しみながら懇談。
二次会はスカイラウンジで。

There are twenty banquet halls that differ in size which can be
used for a variety of purposes.
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宿泊
Stay

Day 1/Night

全室レイクビュー、ゆと
りのある36 ㎡の客室で
やすらぐ。
All of the guest rooms have
a lake view. Each room is 36
m 2, offering plenty of space
for a good night’s rest.

びわ湖ホール
Biwako Hall
JR京都駅
JR Kyoto Sta.
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JR Otsu Sta.
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Enjoy conversation while eating
vegetables grown in Kyoto near
Otsu and foods from Lake
Biwa. Hold an after-party
gathering in the Sky Lounge.

1日目／夜

2 日目
Day 2
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瀬田ゴルフコース
Seta Golf Course

フランス料理 ボーセジュール
Beaux Sejours French Restaurant

名匠 井上誠一氏設計コース
Designed by Seiichi Inoue

Tokaido Shinkansen

06

自由行動
Free activities

新鮮な食材を厳選し、経験豊かなシェフが腕
をふるった料理を堪能。
Fully enjoy cuisine prepared by our experienced chefs
using fresh ingredients.

2日目
Day 2

光とうるおいに満
ちた湖 畔リゾート
を思い思いに。
Enjoy a lake resort
rich in light and water.

プリンスホテル ウエルカムカウンター
Prince Hotel Welcome Counter
JR京都駅八条口1F／9:00A.M.〜6:00P.M.
Located on the ground floor of JR Line
Kyoto Station near the Hachijo exit
Open: 9:00 a.m. to 6:00 p.m.

お荷物を預けそのまま周辺観光に出か
けられて便利です。
Guests can
conveniently drop
off their luggage
and go sightseeing
nearby.
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竜王ゴルフコース
Ryuoo Golf Course

びわ湖大津プリンスホテル
Lake Biwa Otsu Prince Hotel
（2016年4月1日、大津プリンスホテルより名称変更）
(The hotel’s name will be changed from Otsu Prince Hotel on April 1, 2016.)

◯JR京都駅から大津駅まで10分
JR大津駅から無料シャトルバスで平常時約10分
1989 年開業。びわ湖畔に佇むタワー型の高層リゾートホテル。
お うみ
客室数 520 室、国内最大級の宴会場「淡海」
を擁し、大規模なコ
ンベンションやイベントなど幅広く対応。
◯It takes 10 minutes from JR Kyoto Station to JR Otsu Station.
It takes normally about 10 minutes by free shuttle bus from JR Otsu Station.
This high-rise tower style resort hotel, which opened in 1989, is located by
Lake Biwa. It can hold large-scale conventions and events, with 520 guest
rooms and Oumi, Japan’s largest banquet hall.
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MICE STYLE・

京
都
kyoto

古都の放つ息遣いが、
人を優しく包み、集いを華やかに彩る。
The breath of the ancient capital gently welcomes visitors
and helps liven up the gathering.

Other ideas for MICE

世界に日本を発信する、歴史と文化の都市・京都。
落ち着きの中に雅を感じさせる香しい空気と、古都に息づく
「時の重み」
が人をやさしく包み込み、MICEをより実り多きものに。
Kyoto is a city of history and culture that transmits Japan’s image to the world. The fragrant air that imparts a sense of
elegance and calmness will create more fruitful MICE experiences, while also conveying the weight of time that envelopes
this ancient capital.

京 都 な らで は の
MICE in the ancient capital Kyoto

܈ MICE

Location

1日目
Day 1

1日目
Day 1

02

国際会議場と連携する大規模MICE

京情緒あふれる優雅なMICE

Coordination with the international convention
center for large-scale operations

> Banquet Halls

宴会場

Elegant Kyoto atmosphere

Prince Hall

古都の落ち着いた雰囲気の中でじっくり話し合うMICEを提案します。充実のサービスやアフターも魅力。

ロケーション

施設紹介

プリンスホール

We propose MICE where participants can enjoy relaxed discussions together in the tranquil atmosphere of the ancient capital.
Participants can also enjoy substantial services and after-meeting activities.

01

Facility introduction

こんな MICE も可能です

ミーティング
Meeting

国立京都国際会館とデジタルネットワークで結ばれ、
機能的な連携が可能。

静寂とゆかしさに包まれた名刹で、ケータリングサー
ビスを利用したMICE。

Functional coordination is made possible through the digital
networking with the Kyoto International Conference Center.

Hold MICE with catering services at a temple with a long and
distinguished history.

洛北の自然に浸るMICE

心の距離が近づくMICE

Immersing yourself in the natural
splendor of Rakuhoku

Growing closer

ゴールドルーム

ロイヤルルーム

Gold room

Royal room

1,200 名さままでご利用可能なプリンスホール
をメインとして大演出空間を実現。
The Prince Hall and other halls allow for the dramatic
staging of events. Together they can accommodate up
to 1200 guests.

1日目／午後
Day 1/Afternoon

> Guest rooms (309rooms)

京都洛北でコンベンションの歴史を築いてきた国立
京都国際会館に隣接。

主宴会場のプリンスホールはスクール形式なら一度に
700名さままでご利用可能。

The hotel is located next to Kyoto International Conference
Center, where the history of hosting conventions in Rakuhoku,
Kyoto was established.

Prince Hall is the main banquet hall. It accommodates up to
700 guests, with tables and chairs set up in a lecture-style
arrangement.

03

パーティー
Party

04

1日目／夜
Day 1/Night

リフレッシュも兼ねた客室ミーティングで参加者のや
る気と集中力をアップ。

ホテル周辺に広がる宝が池公園。静けさの中で心身
の緊張が解けていきます。

Hold a meeting at a guest room to refresh and motivate
participants, and elevate their ability to concentrate.

Visit Takaragaike Park near the hotel. The tranquil setting
helps to relieve stress.

客室
（309室）

ロイヤルフロア
Royal foor

Ambient surrounding 世界文化遺産「上賀茂神社」、
「下鴨神社」
にほど近く、洛北をはじめ市内観光の拠
点として便利。京都ならではのMICEをたっぷりとお楽しみいただけます。

周辺情報

The hotel is not far from two World Heritage sites: Kamigamo Jinja Shrine and Shimogamo
Jinja Shrine. It offers a convenient base for sightseeing in Rakuhoko and other parts of Kyoto.
Participants will be sure to have a wonderful time at MICE held in Kyoto.

スイートルーム
Suite room

宿泊
Stay

貴船神社

1日目／夜

Kifune Jinja Shrine

Day 1/Night

Kibuneguchi Sta.

洛北の自然を望む落
ち着いた客室でくつ
ろぎのひとときを。
Relax in a comfortable
guest room that
overlooks the natural
splendor of Rakuhoku.

京都らしい落ち着きをコンセプトに洗練された
空間を演出した客室。

貴船口

三千院

グランドプリンスホテル京都

Sanzenin Temple

Grand Prince Hotel Kyoto

> Other

国際会館

上賀茂神社

Kokusaikaikan Sta.

Kamigamo Jinja Shrine
Kamogawa Riv.

そのほか

宝ケ池 Takaragaike Sta.

宝ケ池

賀茂川

Guest rooms offer a sophisticated space that
incorporates Kyoto’s unique sense of tranquility.

Takaragaike pond

北山 Kitayama Sta.
金閣寺

2 日目
Day 2

05

Kinkakuji
Temple

自由行動
Free time

妙心寺 北野白梅町

Day 2/Daytime

Myoshinji Sta.

Kitanohakubaicho
Sta.

嵐山

Arashiyma Sta.

地元の京野菜を使った料理やお酒を堪能。舞妓さんな
ど京都らしい演出も可能。

二条

Nijo Sta.

柳
出町柳
Demachiyanagi
Sta.

京都御苑

Kyoto Imperial Place

下鴨神社

銀閣寺
Ginkakuji
Temple

Shimogamo Jinja Shrine

茶寮

烏丸御池 Karasumaoike Sta.
祇園四条 Gion-Shijō Sta.
八坂神社

Traditional Japanese Tea House

ホテル敷地内の日本庭園に建つ数寄屋造りの茶
寮。座敷から眺める四季折々の庭の風情は格別。

Yasaka Jinja shrine

Enjoy dishes featuring vegetables produced in Kyoto and sake.
Guests can also enjoy maiko performances unique to Kyoto.

There is also a sukiya style tea-ceremony hut in the
Japanese garden on the premises of the hotel.

JR京都駅 Kyoto Sta.

思い思いに京都観光へ。古都の魅力を存分に満喫。

プリンスホテル ウエルカムカウンター

Go out sightseeing in Kyoto and fully enjoy the allure of the
ancient capital.

Prince Hotel Welcome Counter
JR京都駅八条口1F／9:00A.M.〜6:00P.M.
Located on the ground floor of JR Line
Kyoto Station near the Hachijo exit
Open: 9:00 a.m. to 6:00 p.m.

お荷物を預けそのまま周辺観光に出か
けられて便利です。
Guests can
conveniently drop
off their luggage
and go sightseeing
nearby.

20

今出川

Imadegawa
Sta.

2日目／昼

グランドプリンスホテル京都
Grand Prince Hotel Kyoto
◯関西国際空港から京都駅まで75分
京都駅から地下鉄烏丸線で国際会館駅まで20分（4-2出口より徒歩3分）
1986 年開業。洛北の自然に包まれ、京情緒を堪能できるホテル。
国立京都国際会館に隣接して大規模な国際会議の運営をサポー
トするなどMICE実績も豊富。
◯It takes 75 minutes to go from Kansai International Airport to Kyoto Station.

It takes 20 minutes to go from Kyoto Station to Kukosaikaikan Station on
the Karasuma Line. (3-minute walk from Exit 4-2)
Opened in 1986, the hotel is surrounded by the natural splendor of Rakuhoku,
allowing guests to fully enjoy the atmosphere of Kyoto. It has long history of
involvement with MICE operations, supporting large-scale international
conventions at the Kyoto International Conference Center located next to the hotel.
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MICE STYLE・

京
都
kyoto

古都の放つ息遣いが、
人を優しく包み、集いを華やかに彩る。
The breath of the ancient capital gently welcomes visitors
and helps liven up the gathering.

Other ideas for MICE

世界に日本を発信する、歴史と文化の都市・京都。
落ち着きの中に雅を感じさせる香しい空気と、古都に息づく
「時の重み」
が人をやさしく包み込み、MICEをより実り多きものに。
Kyoto is a city of history and culture that transmits Japan’s image to the world. The fragrant air that imparts a sense of
elegance and calmness will create more fruitful MICE experiences, while also conveying the weight of time that envelopes
this ancient capital.
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܈ MICE

Location

1日目
Day 1

1日目
Day 1
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国際会議場と連携する大規模MICE

京情緒あふれる優雅なMICE

Coordination with the international convention
center for large-scale operations

> Banquet Halls

宴会場

Elegant Kyoto atmosphere

Prince Hall

古都の落ち着いた雰囲気の中でじっくり話し合うMICEを提案します。充実のサービスやアフターも魅力。

ロケーション

施設紹介

プリンスホール

We propose MICE where participants can enjoy relaxed discussions together in the tranquil atmosphere of the ancient capital.
Participants can also enjoy substantial services and after-meeting activities.

01

Facility introduction

こんな MICE も可能です
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Meeting

国立京都国際会館とデジタルネットワークで結ばれ、
機能的な連携が可能。

静寂とゆかしさに包まれた名刹で、ケータリングサー
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Functional coordination is made possible through the digital
networking with the Kyoto International Conference Center.

Hold MICE with catering services at a temple with a long and
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をメインとして大演出空間を実現。
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The hotel is located next to Kyoto International Conference
Center, where the history of hosting conventions in Rakuhoku,
Kyoto was established.

Prince Hall is the main banquet hall. It accommodates up to
700 guests, with tables and chairs set up in a lecture-style
arrangement.
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MICE STYLE・

広
島
Hiroshima

国際平和文化都市、
ヒロシマ。
世界遺産の街は、人の心を結ぶMICEステージ。
Hiroshima is an international city of peace and culture.
Inscribed on the World Heritage List, this city also serves as a stage for MICE that connect people.
誰もが平和への祈りを捧げる都市は、人と人の心を結び、チームの絆を強める絶好のステージ。
All people pray for peace in Hiroshima, and it is the perfect stage for connecting people and forging stronger team ties. Taking
advantage of being an urban resort facing the Seto Island Sea, the hotel provides a stage for MICE that all visitors are sure to
remember.

Resort in Setouchi in Hiroshima

ܐɑ
ܐ
ɑȥÿȯMICE

宮島、平和記念公園などを訪れ、静かな祈りと交流の体験が力強いチームビルディングを実現。
Participants will form a strong team after visiting Miyajima Island and Hiroshima Peace Memorial Park, praying quietly and interacting
with each other.

01

1日目／午後

広島に到着

Day 1/Afternoon

Arriving at Hiroshima

1日目
Day 1

02

1日目／午後

社員表彰式

Facility introduction

こんな MICE も可能です

施設紹介

世界にメッセージを発信するMICE

瀬戸内海に臨むアーバンリゾートの魅力も備え、訪れるすべての人の心に残るMICEを実現します。

広 島 な らで は の

Other ideas for MICE

瀬戸内クルーズを体験するMICE

Transmitting messages to the world

> Banquet Halls

宴会場

Taking a cruise on the waters of Setouchi

メインバンケットホール「瀬戸内」
（APEC 高級実務者会合会場）
Main Banquet Hall Setouchi (venue for APEC Senior Officials’ Meeting)

国際平和文化都市ヒロシマは、社会的、学術的な
テーマの国際会議に最適。

瀬戸内に臨む立地を活かし、
ホテルとクルーズを合わ
せたMICEも魅力的。

As an international city of peace and culture, Hiroshima is an
ideal place for international conventions that focus on social
and scientific subjects.

Hold appealing MICE, taking advantage of the location on
the Seto Island Sea to offer a hotel stay in combination with a
short sea cruise.

チームの絆を強めるMICE

華麗にショウアップするMICE

Build stronger ties between team members

Staging spectacular shows

Commendation ceremony for employees Day 1/Afternoon

バンケットルーム「シーショア」 レストラン個室
Banquet room "Seashore"

In-restaurant private rooms

12の宴会場、19のレストラン個室が国際会議や各種
イベントに対応。充実のインターネット環境も完備。
Twelve banquet halls and 19 in-restaurant private
rooms are available for international conferences and
various events. Internet access is also available.

> Guest Rooms (530 rooms) 客室（530室）

まず平和記念公園へ、
世界遺産の原爆ドーム
を見学。
Visit the Hiroshima Peace
Memorial Park first and see
the World Heritage Genbaku
Dome (Atomic Bomb Dome).

03

温泉・ディナー
Onsen and dinner

プリンスクラブフロア プレミアツイン ラグジュアリー ジャパニーズ
Prince Club foor Premium Twin

1日目／夜

ホテル到着、広島最大級宴会場「メインバンケットホー
ル瀬戸内」
で全体会。

江田島旧海軍兵学校や大和ミュージアムを巡り、内
面から強い組織づくり。

広くて機能的な宴会場を活用し、新製品発表会、ス
ポーツイベントなどを。

After arriving at the hotel, hold a general meeting in the Main
Banquet Hall Setouchi, the largest banquet room in Hiroshima.

Visit the former naval academy on Eda Island and the Yamato
Museum to build a tighter organization with a strong mind.

Spacious and functional banquet rooms are convenient for
the staging of new product exhibitions and sports events.

Day 1/Night

日頃の疲れを癒やす温泉
＆スパ体験。

04

Heal the tired body and mind
with an onsen and spa.

Ambient surrounding ホテル周辺には世界遺産の宮島・嚴島神社、平和記念公園（原爆ドーム）など。

モーニングクルーズ
Morning cruise

Day 2

Have breakfast
during a morning
cruise that starts
from the pier next
to the hotel.

懇親ディナーで瀬戸内の
海の幸を堪能。
Enjoy seafood from Setouchi
at a convivial dinner party.

05

Itsukushima Shrine on Miyajima Island

Day 2/Morning

周辺情報

ホテル横の桟橋からの
「モー
ニングクルーズ」
で朝食。

2 日目

宮島・嚴島神社

2日目／朝

特に宮島にはホテル前桟橋からダイレクトにアクセスが可能です。
The hotel is located close to World Heritage sites such as Itsukushima Shrine on Miyajima
Island and Hiroshima Peace Memorial Park (A-bomb Dome). Miyajima Island is directly
accessible via the pier in front of the hotel.

広島城

グランドプリンスホテル広島

Hiroshima Castle

Grand Prince Hotel Hiroshima
Hiroshima Sta.

ressway

広島駅

山陽新幹線 n
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2日目／昼

Sanyo Shinkanse

宿泊
Stay

Day 2/Daytime

2日目／夜
Day 2/Night

一日海と空を満喫した夜に
は特別な部屋でくつろぐ。

しまなみ海道

3 日目
Day 3

07

帰路へ
Return journey

Shimanami Kaido
Expressway

大和ミュージアム

平和記念公園（原爆ドーム）

Yamato Museum

Peace Memorial Park
（A-bomb Dome）

江田島 旧海軍兵学校

宮島・嚴島神社

お土産に「もみじ饅頭」

Itsukushima Shrine
on Miyajima Island

Souvenir "Momiji Manju"

Another World Heritage site representative of Hiroshima is Itsukushima
Shrine on Miyajima Island. Marvel at its beauty with your peers.

Great access to both the Shinkansen station and airport
ensures an easy return journey.

温泉・スパ施設

広島温泉「瀬戸の湯」

スパ ザ ブルー プリンス

Onsen Seto-no-yu

SPA THE BLUE PRINCE

瀬戸内海を一望できる展望露天風呂付きの天
然温泉をはじめウエルネス施設も充実。
Offers substantial wellness facilities, including a bath
using natural onsen water and an outdoor onsen that
overlooks the Seto Island Sea

> Other

そのほか

屋外リフト

ホテル前桟橋

Outdoor elevator machine

Pier in front of the hotel

Convenient installations such as a large elevator
transport guests to banquet rooms and the high-speed
boat pier in front of the hotel.

Day 3

新幹線、飛行機ともにアクセス良好な立地でスムーズ
に帰路へ。

> Wellness

宴会場への大型リフト完備、ホテル前の高速船
桟橋など利便性も抜群。

3日目

広島を代表するもうひとつの世界遺産、宮島・嚴島神社
で仲間と感動を共有。

The largest hotel in Chugoku and Shikoku regions
accommodates up to 1279 guests with 530 guest rooms.
Has treated many VIPs including state guests.

Former Naval Academy, Etajima

Relax in a special guest room
at night after a day of fully
enjoying the sea and sky.

宮島行き高速船
High-speed boat to
Miyajima Island
グランドプリンスホテル広島
⇄ 宮島島内
Grand Prince Hotel Hiroshima ⇄ Miyajima Island

ホテル前桟橋より高速船で宮島まで26分と瀬
戸内海観光の拠点としても大変便利です。
The hotel serves as a convenient base for
sightseeing in Setouchi, offering great access
to Miyajima Island, which is a 26-minute ride
on the high-speed boat that sets out from the
pier in front of the hotel.

22

山陽
Sanyo 自動車道
Exp

Luxury Japanese

中四国最大級530の客室を有し、1,279名さま
までご宿泊が可能。国賓などVIPの接遇実績も
豊富。※施設の客室数と収容人数は2016年4月1日現在

グランドプリンスホテル広島
Grand Prince Hotel Hiroshima
◯新幹線・JR広島駅からタクシーで平常時約20分
1994年開業。2010年2月の経済フォーラム
「APEC（アジア
太平洋経済協力）」
高級実務者会合、2010年11月
「2010年
ノーベル平和賞受賞者世界サミット」
も開催。
◯Normally about 20 minutes by taxi from Hiroshima Station
(Shinkansen/JR Lines)
Having been opened in 1994, the hotel served as a venue for the Senior
Officials’ Meeting of Asia-Pacific Economic Cooperation Conference
(APEC) in February 2010 and the World Summit of Nobel Peace Laureates
in November.
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MICE STYLE・

広
島
Hiroshima

国際平和文化都市、
ヒロシマ。
世界遺産の街は、人の心を結ぶMICEステージ。
Hiroshima is an international city of peace and culture.
Inscribed on the World Heritage List, this city also serves as a stage for MICE that connect people.
誰もが平和への祈りを捧げる都市は、人と人の心を結び、チームの絆を強める絶好のステージ。
All people pray for peace in Hiroshima, and it is the perfect stage for connecting people and forging stronger team ties. Taking
advantage of being an urban resort facing the Seto Island Sea, the hotel provides a stage for MICE that all visitors are sure to
remember.

Resort in Setouchi in Hiroshima

ܐɑ
ܐ
ɑȥÿȯMICE

宮島、平和記念公園などを訪れ、静かな祈りと交流の体験が力強いチームビルディングを実現。
Participants will form a strong team after visiting Miyajima Island and Hiroshima Peace Memorial Park, praying quietly and interacting
with each other.

01

1日目／午後

広島に到着

Day 1/Afternoon

Arriving at Hiroshima

1日目
Day 1

02

1日目／午後

社員表彰式

Facility introduction

こんな MICE も可能です

施設紹介

世界にメッセージを発信するMICE

瀬戸内海に臨むアーバンリゾートの魅力も備え、訪れるすべての人の心に残るMICEを実現します。

広 島 な らで は の

Other ideas for MICE

瀬戸内クルーズを体験するMICE

Transmitting messages to the world

> Banquet Halls

宴会場

Taking a cruise on the waters of Setouchi

メインバンケットホール「瀬戸内」
（APEC 高級実務者会合会場）
Main Banquet Hall Setouchi (venue for APEC Senior Officials’ Meeting)

国際平和文化都市ヒロシマは、社会的、学術的な
テーマの国際会議に最適。

瀬戸内に臨む立地を活かし、
ホテルとクルーズを合わ
せたMICEも魅力的。

As an international city of peace and culture, Hiroshima is an
ideal place for international conventions that focus on social
and scientific subjects.

Hold appealing MICE, taking advantage of the location on
the Seto Island Sea to offer a hotel stay in combination with a
short sea cruise.

チームの絆を強めるMICE

華麗にショウアップするMICE

Build stronger ties between team members

Staging spectacular shows

Commendation ceremony for employees Day 1/Afternoon

バンケットルーム「シーショア」 レストラン個室
Banquet room "Seashore"

In-restaurant private rooms

12の宴会場、19のレストラン個室が国際会議や各種
イベントに対応。充実のインターネット環境も完備。
Twelve banquet halls and 19 in-restaurant private
rooms are available for international conferences and
various events. Internet access is also available.

> Guest Rooms (530 rooms) 客室（530室）

まず平和記念公園へ、
世界遺産の原爆ドーム
を見学。
Visit the Hiroshima Peace
Memorial Park first and see
the World Heritage Genbaku
Dome (Atomic Bomb Dome).
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温泉・ディナー
Onsen and dinner

プリンスクラブフロア プレミアツイン ラグジュアリー ジャパニーズ
Prince Club foor Premium Twin

1日目／夜

ホテル到着、広島最大級宴会場「メインバンケットホー
ル瀬戸内」
で全体会。

江田島旧海軍兵学校や大和ミュージアムを巡り、内
面から強い組織づくり。

広くて機能的な宴会場を活用し、新製品発表会、ス
ポーツイベントなどを。

After arriving at the hotel, hold a general meeting in the Main
Banquet Hall Setouchi, the largest banquet room in Hiroshima.

Visit the former naval academy on Eda Island and the Yamato
Museum to build a tighter organization with a strong mind.

Spacious and functional banquet rooms are convenient for
the staging of new product exhibitions and sports events.

Day 1/Night

日頃の疲れを癒やす温泉
＆スパ体験。
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Heal the tired body and mind
with an onsen and spa.

Ambient surrounding ホテル周辺には世界遺産の宮島・嚴島神社、平和記念公園（原爆ドーム）など。

モーニングクルーズ
Morning cruise

Day 2

Have breakfast
during a morning
cruise that starts
from the pier next
to the hotel.

懇親ディナーで瀬戸内の
海の幸を堪能。
Enjoy seafood from Setouchi
at a convivial dinner party.

05

Itsukushima Shrine on Miyajima Island

Day 2/Morning

周辺情報

ホテル横の桟橋からの
「モー
ニングクルーズ」
で朝食。

2 日目

宮島・嚴島神社

2日目／朝

特に宮島にはホテル前桟橋からダイレクトにアクセスが可能です。
The hotel is located close to World Heritage sites such as Itsukushima Shrine on Miyajima
Island and Hiroshima Peace Memorial Park (A-bomb Dome). Miyajima Island is directly
accessible via the pier in front of the hotel.

広島城

グランドプリンスホテル広島

Hiroshima Castle

Grand Prince Hotel Hiroshima
Hiroshima Sta.

ressway

広島駅

山陽新幹線 n
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Sanyo Shinkanse

宿泊
Stay

Day 2/Daytime

2日目／夜
Day 2/Night

一日海と空を満喫した夜に
は特別な部屋でくつろぐ。

しまなみ海道

3 日目
Day 3

07

帰路へ
Return journey

Shimanami Kaido
Expressway

大和ミュージアム

平和記念公園（原爆ドーム）

Yamato Museum

Peace Memorial Park
（A-bomb Dome）

江田島 旧海軍兵学校

宮島・嚴島神社

お土産に「もみじ饅頭」

Itsukushima Shrine
on Miyajima Island

Souvenir "Momiji Manju"

Another World Heritage site representative of Hiroshima is Itsukushima
Shrine on Miyajima Island. Marvel at its beauty with your peers.

Great access to both the Shinkansen station and airport
ensures an easy return journey.

温泉・スパ施設

広島温泉「瀬戸の湯」

スパ ザ ブルー プリンス

Onsen Seto-no-yu

SPA THE BLUE PRINCE

瀬戸内海を一望できる展望露天風呂付きの天
然温泉をはじめウエルネス施設も充実。
Offers substantial wellness facilities, including a bath
using natural onsen water and an outdoor onsen that
overlooks the Seto Island Sea

> Other

そのほか

屋外リフト

ホテル前桟橋

Outdoor elevator machine

Pier in front of the hotel

Convenient installations such as a large elevator
transport guests to banquet rooms and the high-speed
boat pier in front of the hotel.

Day 3

新幹線、飛行機ともにアクセス良好な立地でスムーズ
に帰路へ。

> Wellness

宴会場への大型リフト完備、ホテル前の高速船
桟橋など利便性も抜群。

3日目

広島を代表するもうひとつの世界遺産、宮島・嚴島神社
で仲間と感動を共有。

The largest hotel in Chugoku and Shikoku regions
accommodates up to 1279 guests with 530 guest rooms.
Has treated many VIPs including state guests.

Former Naval Academy, Etajima

Relax in a special guest room
at night after a day of fully
enjoying the sea and sky.

宮島行き高速船
High-speed boat to
Miyajima Island
グランドプリンスホテル広島
⇄ 宮島島内
Grand Prince Hotel Hiroshima ⇄ Miyajima Island

ホテル前桟橋より高速船で宮島まで26分と瀬
戸内海観光の拠点としても大変便利です。
The hotel serves as a convenient base for
sightseeing in Setouchi, offering great access
to Miyajima Island, which is a 26-minute ride
on the high-speed boat that sets out from the
pier in front of the hotel.
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山陽
Sanyo 自動車道
Exp

Luxury Japanese

中四国最大級530の客室を有し、1,279名さま
までご宿泊が可能。国賓などVIPの接遇実績も
豊富。※施設の客室数と収容人数は2016年4月1日現在

グランドプリンスホテル広島
Grand Prince Hotel Hiroshima
◯新幹線・JR広島駅からタクシーで平常時約20分
1994年開業。2010年2月の経済フォーラム
「APEC（アジア
太平洋経済協力）」
高級実務者会合、2010年11月
「2010年
ノーベル平和賞受賞者世界サミット」
も開催。
◯Normally about 20 minutes by taxi from Hiroshima Station
(Shinkansen/JR Lines)
Having been opened in 1994, the hotel served as a venue for the Senior
Officials’ Meeting of Asia-Pacific Economic Cooperation Conference
(APEC) in February 2010 and the World Summit of Nobel Peace Laureates
in November.

23

10

MICE STYLE・

軽 沢
井
Karuizawa

国際会議都市宣言の軽井沢から、
「高原リゾートMICE」を世界に発信。
Transmitting MICE at a highland resort in Karuizawa,
the self-declared city for international conferences.

Other ideas for MICE

Facility introduction

こんな MICE も可能です

東京から新幹線で約１時間というアクセスの良さ、心からリラックスしていただける

施設紹介

仲間とスポーツで快汗するMICE

おもてなしと空間、豊かな自然環境と多彩なアフターMICE機能も充実。

爽快な高原効果を味わうMICE

都会では実現できない軽井沢ならではの「リゾートMICE」を世界に向けて発信します。

> Banquet Halls

Enjoying the benefits of the refreshing highlands

Playing sports and working up a sweat with peers

宴会場

The hotel is easily accessible from Tokyo, being about only an hour away by Shinkansen. Wide range of
after-MICE entertainment activities in a rich natural environment with a truly relaxing sense of hospitality and
space. Karuizawa transmits MICE from a resort in a way that is not possible in urban areas.
国際会議場 浅間 International Convention Hall ASAMA

ȍȏɒȴ
ȴȠMICE

軽 井 沢 ならで は の
MICE for wellness in Karuizawa

照明・音響・映像装置など充実した演出機能を
完備し、
6分割利用も可能な多目的ホール。

首都圏から新幹線で約1時間の高原リゾートで、
ウエルネスを目的としたセミナー旅行を提案します。

ゴルフ・テニス・スキー・サイクリングなど四季を通し
たスポーツリゾート。

高原の豊かな緑の中でリラックスし、想像力や思考
力をはばたかせるMICE。

The sports resort offers a variety of sports in different
seasons throughout the year, including golf, tennis, skiing,
and cycling.

Relax in the lush greenery of the highlands while letting your
mind and imagination run wild at MICE.

We propose a seminar-based trip at a highland resort that is about an hour by Shinkansen from the Tokyo metropolitan area.

01

1日目／午前

新幹線直結

Day 1/Morning

Convenient access from
the Shinkansen station

1日目
Day 1

北陸新幹線で軽井沢駅着、シャトルバス（平常時約3分）でホテルへ。

> Meeting Rooms

世界のエグゼクティブが集うMICE

女性だけで楽しむMICE

小会議室

MICE that brings together executives
from all around the world

MICE for women

02

The multi-purpose hall is equipped with efficient
lighting, sound, and imaging systems for staging
events. The hall can be divided into 6 sections for
various purposes.

1日目／午後

セミナー

Day 1/Afternoon

Seminar

After arriving in Karuizawa via the Hokuriku Shinkansen Line,
take the shuttle bus to the hotel (normally about 3 minutes).

小会議室 白樺 Small meeting room Shirakaba

少人数でのご会合や会議などに適した小会議室。

03

リラクゼーション

1日目／午後
Day 1/Afternoon

Relaxation

大宴会場でオープニング。
その後、
ミーティングルームで
グループ別の
「心身のストレッチ」
を開催。

美術館めぐり・周辺観光・ショッピングなど魅力いっ
ぱいの女子会MICE。

国際会議都市宣言をした軽井沢町と協力、リゾート
コンベンションの最適地。

Museum hopping, sightseeing, and shopping are all fun forms
of MICE women will enjoy.

Collaboration with Karuizawa, the self-declared city for
international conferences. Karuizawa is the best location for
holding conventions at a resort.

軽井沢プリンスホテル イースト

04

05

The Prince
Villa Karuizawa
Meisonette（2-Story
Villa for 8 guests）

◯東京から新幹線で約1時間
◯ About an hour from Tokyo by Shinkansen

Forest Hot-Spring & Spa

軽井沢プリンスホテル
ウエスト
プリンスコテージF

ザ・プリンス ヴィラ軽井沢

Day 1/Night

Convivial party

Karuizawa
Prince Hotel West
Prince Cottage F

The Prince Villa Karuizawa

プリンスコテージ

ウォーキング／ミーティング
Walking / Meeting

2日目／午前
Day 2/Morning

Prince Cottage

2 日目

ツインルームからコテージまで多彩にご用意。
A wide variety of guest rooms, ranging from twin
bedrooms to cottages

Day 2

軽井沢駅

Fully enjoy seasonal dishes that are nutritionally balanced
and help to support local production and consumption.

Fully enjoy the allure of this resort in Karuizawa, going for an
early morning walk and taking part in a meeting on healing and
wellness.

07

帰路へ
Return journey

06

自然体験プログラム
Nature activities

ザ・プリンス 軽井沢
The Prince Karuizawa

至 軽井沢72ゴルフ
Karuizawa 72 Golf

イメージ
Photo for illustrative purposes

Karuizawa Asama Prince Hotel

2日目／午後

軽井沢72ゴルフ Karuizawa 72 Golf

Day 2/Afternoon

ガイドウォークやバード
ウォッチングなど。貸切プ
ログラムにも対応可能。

Day 2/5:00 p.m.

After renewing your body and mind, take the shuttle bus to
Karuizawa Station.

Take part in activities such
as guided walk tours and
bird watching. Guests can
reserve the facilities they
would like to use.

女子トーナメント開催コースなど多彩な6コース
108ホール。
最大1,000名の大コンペ開催も可能。

フォレスターナ軽井沢
（ゲストハウスウエディング）
Forestana Karuizawa（Guest House Wedding）

6 courses for 108 holes of golf. Large-scale
competitions can be held for up to 1000 participants.

軽井沢・プリンスショッピングプラザ 軽井沢プリンスホテル ウエスト
Karuizawa Prince Shopping Plaza

●ザ・プリンス ヴィラ軽井沢

Karuizawa Prince Hotel West

●軽井沢プリンスホテル ウエスト
Karuizawa Prince Hotel West

The Prince Villa Karuizawa

“別荘機能”と“ホテ
ルサービス”を融合
した宿泊施設として
2014 年に開業。特
別 な お もてなしと
サービスをご提供い
たします。
Opened in 2014 as
an accommodation
that combines
second-house
functions with
hotel level
services.
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そのほか

軽井沢浅間プリンスホテル

2日目 午後5時

心身ともにリフレッシュ、
シャトルバスで軽井沢駅へ。

> Other

Karuizawa Sta.

栄養バランスを考えた地産地消の季節料理を堪能。

癒やしと健康をテーマにした早朝のウォーキング＆
ミーティングで軽井沢リゾートの魅力を満喫。

客室
（合計795室）
ザ・プリンス
ヴィラ軽井沢
メゾネット
（二階建て）

森のホットスプリング&スパ

1日目／夜

懇親会

(795rooms in total)

プリンスグランドリゾート軽井沢
Karuizawa Prince Hotel East

Coffee break in the garden and onsen bathing for healing

> Guest Rooms

Prince Grand Resort Karuizawa

Kick off MICE in the large banquet room. Next, divide the
participants into several groups and hold “body and soul
stretch” sessions in the meeting room.

庭園でコーヒーブレイク、
そして疲れを癒やす温泉浴へ。

This small meeting room is perfect for small group
gatherings and meetings.

●ザ・プリンス 軽井沢

The Prince Karuizawa

建築家・清家清の設計により1982
年開業。BCS賞
（建築業協会賞）
受
賞。滞在型ホテルとして軽井沢での
特別な時間をお約束します。

Designed by the architect Kiyoshi Seike, the hotel
was opened in 1982 and awarded the Building
Constructors Society Award (BCS Award). This
extended-stay hotel is sure to provide guests with
special moments in Karuizawa.

●軽井沢プリンスホテル イースト
自然が織り成す季節の風景に抱かれるリ
ゾートMICEの拠点。機能的な各種宴会場、
会議室と客室が隣接し、宿泊を伴うMICE
のご利用に最適なスペースです。
The hotel is an ideal solution for overnight
MICE, providing a base in tune with the
changing of the seasons. It offers guest
rooms next to the multi-function banquet
halls and meeting rooms.

Karuizawa Prince Hotel East

建 築 家・黒 川 紀 章の設 計により
1973年開業。美しい自然と融合し
た広大な森のリゾートエリアで、温
泉＆スパが楽しめるホテルです。

Designed by the architect Kisho Kurokawa, the hotel
was opened in 1973. Guests can enjoy an onsen
and spa at this resort, which stands in harmony with
the vast forest and beautiful nature around it.

●軽井沢 浅間プリンスホテル

Karuizawa Asama Prince Hotel

長野オリンピックの前年1997年に
開業。ゴルフコースが隣接しており、
アフターMICEのゴルフにも便利。
全客室がバルコニー付きで軽井沢
のさわやかな空気が流れ込みます。

Opened in 1997, the year before the Winter Olympics
in Nagano. The hotel is located next to golf courses,
which is convenient for guests who play golf after
MICE. All of the guest rooms have a balcony that
allows guests to inhale the fresh air of Karuizawa.
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MICE STYLE・

軽 沢
井
Karuizawa

国際会議都市宣言の軽井沢から、
「高原リゾートMICE」を世界に発信。
Transmitting MICE at a highland resort in Karuizawa,
the self-declared city for international conferences.

Other ideas for MICE

Facility introduction

こんな MICE も可能です

東京から新幹線で約１時間というアクセスの良さ、心からリラックスしていただける

施設紹介

仲間とスポーツで快汗するMICE

おもてなしと空間、豊かな自然環境と多彩なアフターMICE機能も充実。

爽快な高原効果を味わうMICE

都会では実現できない軽井沢ならではの「リゾートMICE」を世界に向けて発信します。

> Banquet Halls

Enjoying the benefits of the refreshing highlands

Playing sports and working up a sweat with peers

宴会場

The hotel is easily accessible from Tokyo, being about only an hour away by Shinkansen. Wide range of
after-MICE entertainment activities in a rich natural environment with a truly relaxing sense of hospitality and
space. Karuizawa transmits MICE from a resort in a way that is not possible in urban areas.
国際会議場 浅間 International Convention Hall ASAMA

ȍȏɒȴ
ȴȠMICE

軽 井 沢 ならで は の
MICE for wellness in Karuizawa

照明・音響・映像装置など充実した演出機能を
完備し、
6分割利用も可能な多目的ホール。

首都圏から新幹線で約1時間の高原リゾートで、
ウエルネスを目的としたセミナー旅行を提案します。

ゴルフ・テニス・スキー・サイクリングなど四季を通し
たスポーツリゾート。

高原の豊かな緑の中でリラックスし、想像力や思考
力をはばたかせるMICE。

The sports resort offers a variety of sports in different
seasons throughout the year, including golf, tennis, skiing,
and cycling.

Relax in the lush greenery of the highlands while letting your
mind and imagination run wild at MICE.

We propose a seminar-based trip at a highland resort that is about an hour by Shinkansen from the Tokyo metropolitan area.

01

1日目／午前

新幹線直結

Day 1/Morning

Convenient access from
the Shinkansen station

1日目
Day 1

北陸新幹線で軽井沢駅着、シャトルバス（平常時約3分）でホテルへ。

> Meeting Rooms

世界のエグゼクティブが集うMICE

女性だけで楽しむMICE

小会議室

MICE that brings together executives
from all around the world

MICE for women

02

The multi-purpose hall is equipped with efficient
lighting, sound, and imaging systems for staging
events. The hall can be divided into 6 sections for
various purposes.

1日目／午後

セミナー

Day 1/Afternoon

Seminar

After arriving in Karuizawa via the Hokuriku Shinkansen Line,
take the shuttle bus to the hotel (normally about 3 minutes).

小会議室 白樺 Small meeting room Shirakaba

少人数でのご会合や会議などに適した小会議室。

03

リラクゼーション

1日目／午後
Day 1/Afternoon

Relaxation

大宴会場でオープニング。
その後、
ミーティングルームで
グループ別の
「心身のストレッチ」
を開催。

美術館めぐり・周辺観光・ショッピングなど魅力いっ
ぱいの女子会MICE。

国際会議都市宣言をした軽井沢町と協力、リゾート
コンベンションの最適地。

Museum hopping, sightseeing, and shopping are all fun forms
of MICE women will enjoy.

Collaboration with Karuizawa, the self-declared city for
international conferences. Karuizawa is the best location for
holding conventions at a resort.

軽井沢プリンスホテル イースト

04

05

The Prince
Villa Karuizawa
Meisonette（2-Story
Villa for 8 guests）

◯東京から新幹線で約1時間
◯ About an hour from Tokyo by Shinkansen

Forest Hot-Spring & Spa

軽井沢プリンスホテル
ウエスト
プリンスコテージF

ザ・プリンス ヴィラ軽井沢

Day 1/Night

Convivial party

Karuizawa
Prince Hotel West
Prince Cottage F

The Prince Villa Karuizawa

プリンスコテージ

ウォーキング／ミーティング
Walking / Meeting

2日目／午前
Day 2/Morning

Prince Cottage

2 日目

ツインルームからコテージまで多彩にご用意。
A wide variety of guest rooms, ranging from twin
bedrooms to cottages

Day 2

軽井沢駅

Fully enjoy seasonal dishes that are nutritionally balanced
and help to support local production and consumption.

Fully enjoy the allure of this resort in Karuizawa, going for an
early morning walk and taking part in a meeting on healing and
wellness.

07

帰路へ
Return journey

06

自然体験プログラム
Nature activities

ザ・プリンス 軽井沢
The Prince Karuizawa

至 軽井沢72ゴルフ
Karuizawa 72 Golf

イメージ
Photo for illustrative purposes

Karuizawa Asama Prince Hotel

2日目／午後

軽井沢72ゴルフ Karuizawa 72 Golf

Day 2/Afternoon

ガイドウォークやバード
ウォッチングなど。貸切プ
ログラムにも対応可能。

Day 2/5:00 p.m.

After renewing your body and mind, take the shuttle bus to
Karuizawa Station.

Take part in activities such
as guided walk tours and
bird watching. Guests can
reserve the facilities they
would like to use.

女子トーナメント開催コースなど多彩な6コース
108ホール。
最大1,000名の大コンペ開催も可能。

フォレスターナ軽井沢
（ゲストハウスウエディング）
Forestana Karuizawa（Guest House Wedding）

6 courses for 108 holes of golf. Large-scale
competitions can be held for up to 1000 participants.

軽井沢・プリンスショッピングプラザ 軽井沢プリンスホテル ウエスト
Karuizawa Prince Shopping Plaza

●ザ・プリンス ヴィラ軽井沢

Karuizawa Prince Hotel West

●軽井沢プリンスホテル ウエスト
Karuizawa Prince Hotel West

The Prince Villa Karuizawa

“別荘機能”と“ホテ
ルサービス”を融合
した宿泊施設として
2014 年に開業。特
別 な お もてなしと
サービスをご提供い
たします。
Opened in 2014 as
an accommodation
that combines
second-house
functions with
hotel level
services.

24

そのほか

軽井沢浅間プリンスホテル

2日目 午後5時

心身ともにリフレッシュ、
シャトルバスで軽井沢駅へ。

> Other

Karuizawa Sta.

栄養バランスを考えた地産地消の季節料理を堪能。

癒やしと健康をテーマにした早朝のウォーキング＆
ミーティングで軽井沢リゾートの魅力を満喫。

客室
（合計795室）
ザ・プリンス
ヴィラ軽井沢
メゾネット
（二階建て）

森のホットスプリング&スパ

1日目／夜

懇親会

(795rooms in total)

プリンスグランドリゾート軽井沢
Karuizawa Prince Hotel East

Coffee break in the garden and onsen bathing for healing

> Guest Rooms

Prince Grand Resort Karuizawa

Kick off MICE in the large banquet room. Next, divide the
participants into several groups and hold “body and soul
stretch” sessions in the meeting room.

庭園でコーヒーブレイク、
そして疲れを癒やす温泉浴へ。

This small meeting room is perfect for small group
gatherings and meetings.

●ザ・プリンス 軽井沢

The Prince Karuizawa

建築家・清家清の設計により1982
年開業。BCS賞
（建築業協会賞）
受
賞。滞在型ホテルとして軽井沢での
特別な時間をお約束します。

Designed by the architect Kiyoshi Seike, the hotel
was opened in 1982 and awarded the Building
Constructors Society Award (BCS Award). This
extended-stay hotel is sure to provide guests with
special moments in Karuizawa.

●軽井沢プリンスホテル イースト
自然が織り成す季節の風景に抱かれるリ
ゾートMICEの拠点。機能的な各種宴会場、
会議室と客室が隣接し、宿泊を伴うMICE
のご利用に最適なスペースです。
The hotel is an ideal solution for overnight
MICE, providing a base in tune with the
changing of the seasons. It offers guest
rooms next to the multi-function banquet
halls and meeting rooms.

Karuizawa Prince Hotel East

建 築 家・黒 川 紀 章の設 計により
1973年開業。美しい自然と融合し
た広大な森のリゾートエリアで、温
泉＆スパが楽しめるホテルです。

Designed by the architect Kisho Kurokawa, the hotel
was opened in 1973. Guests can enjoy an onsen
and spa at this resort, which stands in harmony with
the vast forest and beautiful nature around it.

●軽井沢 浅間プリンスホテル

Karuizawa Asama Prince Hotel

長野オリンピックの前年1997年に
開業。ゴルフコースが隣接しており、
アフターMICEのゴルフにも便利。
全客室がバルコニー付きで軽井沢
のさわやかな空気が流れ込みます。

Opened in 1997, the year before the Winter Olympics
in Nagano. The hotel is located next to golf courses,
which is convenient for guests who play golf after
MICE. All of the guest rooms have a balcony that
allows guests to inhale the fresh air of Karuizawa.
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MICE STYLE・

箱
根
Hakone

箱根の大自然で、
こころとからだを開放。
スポーツアクティビティが心地よい。
Relax the body and mind in the rich natural setting of Hakone.
Have a blast playing sports.

Other ideas for MICE

Facility introduction

こんな MICE も可能です

豊かな緑の息づかい、清々しい湖のうるおい、そしてこんこんと沸き出る温泉のぬくもりとやすらぎ。
四季を通して楽しめる温泉郷･箱根を舞台に、
リラックスとアクティビティにあふれた充実の MICE をどうぞ。

施設紹介

爽快にリフレッシュするMICE

トーナメントコースを体験するMICE

Refreshing yourself

> Banquet Halls

宴会場

Experiencing tournament courses

The scent of lush greenery, the freshness of the lake, and the warm and soothing feel of gushing hot spring water. Hakone
is the place perfect for both relaxing and active MICE, offering a hot-spring resort where you can enjoy the splendor of
each season.

バンケットルーム 武蔵
（ザ・プリンス 箱根芦ノ湖）

ǜǜټǜMICE

箱 根 な らで は の
Water, hills, and sky of Hakone

Hold an off-site meeting surrounded by the fresh air and natural beauty of Hakone, with its windswept grassy fields on the lake, rolling
hills, and gorgeous sky.

1日目／午後

集合

Day 1/Afternoon

Gathering

金曜日
Friday

02

ウォーキングによる森林浴や芦ノ湖の雄大な景観を
望む露天風呂など、
自然を満喫するMICE。

箱根のゴルフコースを利用したスポーツMICE。
ビジネス接待、
チームビルディングなどに最適。

Hold MICE that allows participants to fully enjoy nature, leading
them through the forest to a place where they can take an open-air
bath overlooking the magnificent landscape of Lake Ashinoko.

MICE and golf courses in Hakone. Ideal for business
entertainment and team building.

和の情緒に浸るMICE

うるおいの、風ふく草原や丘、雲たなびく空。
箱根のフレッシュな空気と自然に囲まれて、
ビジネスの精鋭たちを養成するオフサイトミーティング。

01

Banquet Room MUSASHI
（The Prince Hakone Lake Ashinoko）

箱根の魅力を満喫するMICE

Immersing yourself in a Japanese atmosphere

Fully enjoying the enchantment of Hakone

東京から車で平常時約1.5時間。
金曜午後、業務を早めに済ませて現地へ。

> Guest Rooms

1日目／夜

宿泊

Day 1/Night

Stay

午後 4 時にキックオフミーティング。夜は宴会場でウェ
ルカムパーティー。

静寂の中に森の息づかいを感
じながら眠りへ。

Have a kickoff meeting at 4:00 p.m., and then hold a welcome
party in the banquet hall in the evening.

Enjoy a good night’s rest in the
peaceful tranquility of the woods.

土曜日

Saturday

05

インドアセミナー
Indoor seminar

2日目／午前

04

Day 2/Morning

2日目／午前

朝食

Day 2/Morning

Breakfast

Take in the view of
Mount Fuji through the
window.
Enjoy breakfast and a
breath of fresh air.

After waking up feeling refreshed,
participants are able to better
understand what a lecturer has to say.

くつろぎの宿泊
Relaxing stay

日本の心にひたれる和風旅館でのMICE。参加者の
親近感をいっそう高める効果も期待できます。

緑の中のミーティング、和風旅館でのくつろぎ、
ゴルフ
といった箱根の魅力をフルパッケージしたMICE。

MICE at a Japanese-style inn where guests can immerse
themselves in the Japanese spirit. This experience will help
produce a greater sense of affinity among participants.

A full range of appealing elements at Hakone, such as
meetings in lush green environments, relaxing at a
Japanese-style inn, and golf.

2日目／夜

06

Day 2/Night

夜は旅館でゆったりくつろぐ
「和」MICEのひととき。

美術館、
さらに熱泉がわきだす大涌谷、歴史を偲ぶ箱根関所･資料館などがあります。
Pleasure cruise on Lake Ashinoko, Hakone Open-air Museum, where nature and art meet,
Owakudani, where hot spring water gushes out of the ground, the historic Hakone Barrier, and
the archives center.

箱根仙石原
プリンスホテル

大涌谷
Owakudani

箱根湯の花
プリンスホテル

Hakone Sengokuhara Prince Hotel

大箱根
カントリークラブ
Daihakone Country Club

芦ノ湖遊覧船
Hakone Sightseeing Cruise

箱根 彫刻の森美術館

Hakone Yunohana Prince Hotel
箱
Ha 根
ko 裏街
ne 道
733 -Ka -Ura
彫刻の森駅
ido
Chokoku-no大涌谷駅
mori Sta.
Owakudani Sta.

桃源台駅
Togendai Sta.

The Hakone Open-air Museum

Outdoor seminar

箱根湯本駅
Hakone-Yumoto Sta.

Day 2/Afternoon

Hakone Sekisho

芦ノ湖

駒ヶ岳山頂駅
KomagatakeSancho Sta.
箱根園駅
Hakone-en Sta.

箱根旧東海道

Hakone old Tokaido Highway

集 中力が 高まり気 分もリフ
レッシュ、
みなぎる充実感。

10

フェアウェルパーティー
Farewell Party

3日目／午後
Day 3/Afternoon

フェアウェルパーティー、明日から再びビジネスの最前線へ
Have a farewell party to get ready for work on the front lines
the following day.
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箱根園水族館
Hakone-en
Aquarium

Lake Ashinoko

水族館や温泉、
ゴルフなど箱根ならではのアフ
ターの楽しさも多種多彩。
Many different forms of entertainment available after MICE
in Hakone, such as the aquarium, hot springs, and golf.

ポーラ美術館、彫刻の森美術館などでイマジネーショ
ンや創造力を刺激。

Day 3/Morning

With their concentration improved
and mood refreshed, participants
will feel fully motivated and satisfied.

箱根の豊かな緑と調和した客室でゆったりとお
くつろぎいただけます。

> After Convention アフターコンベンション

Ryuguden

Closing Meeting

The Prince Hakone
Lake Ashinoko
Superior Twin Room

The Prince Hakone Lake Ashinoko

2日目／午後
箱根関所・資料館

3日目／午前

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖
別館 スーペリアルーム

Guests can relax in guest rooms arranged in harmony
with the lush green landscape of Hakone.

龍宮殿

クロージングミーティング

The Prince Hakone
Lake Ashinoko
Mt. Fuji View
Twin Room

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖

アウトドアセミナー

Enjoy a relaxing night’s stay at a
Japanese-style inn.

08

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖
富士山ビュー
ツインルーム

Ambient surrounding のんびりとクル−ズが楽しめる芦ノ湖遊覧船、自然とアートが融合した箱根彫刻の森

周辺情報

窓に広がる富士山。さわやか
な空気で朝食もおいしい。

頭がスッキリ、講師の語る内
容もよく理解できる。

07

客室
（合計134室）

(134rooms in total)

Normally about a 1.5 hour drive from Tokyo. Participants can head
to the venue after finishing work a little early on Friday afternoon.

03

Main Banquet Hall
"Ho-O-no-Ma"
（Ryuguden Annex）

There are many different banquet rooms, including the
wide open Musashi, magnificent Sagami, and
Japanese style Ho-O-no-Ma.

Day 1/Afternoon

Meeting

International Convention
Hall SAGAMI
（The Prince Hakone
Lake Ashinoko）

開放感の「武蔵」、格調の「相模」、和の「鳳凰の
間」
と多彩な宴会場。

1日目／午後

ミーティング

国際会議場 相模（ザ・プリンス 箱根芦ノ湖）大広間「鳳凰の間」
（龍宮殿別館）

Visit the Pola Museum of Art and the Hakone Open-air Museum
to stimulate your imagination and creative power.

日曜日

Sunday

プリンスグランドリゾート箱根
Prince Grand Resort Hakone

09

スポーツ大会
Sports Competition

3日目／午後
Day 3/Afternoon

仲間といい汗かいて最高の
チームビルディング効果！
Form the perfect team and
work up a sweat with your
peers playing sports.

❶ザ・プリンス 箱根芦ノ湖
1978年開業。芦ノ湖のほとり、富士山のお膝元と
いう魅力的なロケーションにあるホテル。

◯高速バス
「プリンスエクスプレス 箱根芦ノ湖」
大宮駅西口→サンシャインシティプリンスホテル→品川プリンスホテル経由で毎日運行
◯Highway bus operated everyday Starts at the west exit of Omiya Station and heads

◯東京から車で平常時約1.5時間
◯Normally about a 1.5 hour drive from Tokyo

for Hakone via Sunshine City Prince Hotel and Shinagawa Prince Hotel.

❷龍宮殿
眼下に芦ノ湖、箱根外輪山のかなたの雄大な富士山を望む客室。四季折々に
移ろう美しい景色と、ゆったりと流れるくつろぎの時間をお楽しみください。

The Prince Hakone Lake Ashinoko

Ryuguden

Opened in 1978, the hotel offers a stunning view from
its location alongside Lake Ashinoko at the foot of
Mount Fuji.

Guest rooms overlook Lake Ashinoko and grand Mount Fuji just beyond
Hakone mountains. Enjoy the beautiful vistas that change with the
season in peace and relaxation.

❸箱根仙石原プリンスホテル
箱根の大自然に溶け込むような佇まいのホテル。落ち
着いた雰囲気の中でくつろぎの時間をお約束します。

❹箱根湯の花プリンスホテル
標高935m、
箱根湯の花ゴルフ場に隣接して佇む和のホテル。
日本の
伝統的なやすらぎのスペースがモダンな建物の中に息づいています。

Hakone Sengokuhara Prince Hotel

Hakone Yunohana Prince Hotel

The hotel appears to be perfectly nestled in the natural
surroundings of Hakone, providing for a relaxing time
in a calm atmosphere.

This Japanese-style hotel is located next to Hakone Yunohana Golf
Course at an altitude of 935 m. The modern building offers a traditional
Japanese relaxing space inside.

❶

❷

❸

❹
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MICE STYLE・

箱
根
Hakone

箱根の大自然で、
こころとからだを開放。
スポーツアクティビティが心地よい。
Relax the body and mind in the rich natural setting of Hakone.
Have a blast playing sports.

Other ideas for MICE

Facility introduction

こんな MICE も可能です

豊かな緑の息づかい、清々しい湖のうるおい、そしてこんこんと沸き出る温泉のぬくもりとやすらぎ。
四季を通して楽しめる温泉郷･箱根を舞台に、
リラックスとアクティビティにあふれた充実の MICE をどうぞ。

施設紹介

爽快にリフレッシュするMICE

トーナメントコースを体験するMICE

Refreshing yourself

> Banquet Halls

宴会場

Experiencing tournament courses

The scent of lush greenery, the freshness of the lake, and the warm and soothing feel of gushing hot spring water. Hakone
is the place perfect for both relaxing and active MICE, offering a hot-spring resort where you can enjoy the splendor of
each season.

バンケットルーム 武蔵
（ザ・プリンス 箱根芦ノ湖）

ǜǜټǜMICE

箱 根 な らで は の
Water, hills, and sky of Hakone

Hold an off-site meeting surrounded by the fresh air and natural beauty of Hakone, with its windswept grassy fields on the lake, rolling
hills, and gorgeous sky.

1日目／午後

集合

Day 1/Afternoon

Gathering

金曜日
Friday

02

ウォーキングによる森林浴や芦ノ湖の雄大な景観を
望む露天風呂など、
自然を満喫するMICE。

箱根のゴルフコースを利用したスポーツMICE。
ビジネス接待、
チームビルディングなどに最適。

Hold MICE that allows participants to fully enjoy nature, leading
them through the forest to a place where they can take an open-air
bath overlooking the magnificent landscape of Lake Ashinoko.

MICE and golf courses in Hakone. Ideal for business
entertainment and team building.

和の情緒に浸るMICE

うるおいの、風ふく草原や丘、雲たなびく空。
箱根のフレッシュな空気と自然に囲まれて、
ビジネスの精鋭たちを養成するオフサイトミーティング。

01

Banquet Room MUSASHI
（The Prince Hakone Lake Ashinoko）

箱根の魅力を満喫するMICE

Immersing yourself in a Japanese atmosphere

Fully enjoying the enchantment of Hakone

東京から車で平常時約1.5時間。
金曜午後、業務を早めに済ませて現地へ。

> Guest Rooms

1日目／夜

宿泊

Day 1/Night

Stay

午後 4 時にキックオフミーティング。夜は宴会場でウェ
ルカムパーティー。

静寂の中に森の息づかいを感
じながら眠りへ。

Have a kickoff meeting at 4:00 p.m., and then hold a welcome
party in the banquet hall in the evening.

Enjoy a good night’s rest in the
peaceful tranquility of the woods.

土曜日

Saturday

05

インドアセミナー
Indoor seminar

2日目／午前

04

Day 2/Morning

2日目／午前

朝食

Day 2/Morning

Breakfast

Take in the view of
Mount Fuji through the
window.
Enjoy breakfast and a
breath of fresh air.

After waking up feeling refreshed,
participants are able to better
understand what a lecturer has to say.

くつろぎの宿泊
Relaxing stay

日本の心にひたれる和風旅館でのMICE。参加者の
親近感をいっそう高める効果も期待できます。

緑の中のミーティング、和風旅館でのくつろぎ、
ゴルフ
といった箱根の魅力をフルパッケージしたMICE。

MICE at a Japanese-style inn where guests can immerse
themselves in the Japanese spirit. This experience will help
produce a greater sense of affinity among participants.

A full range of appealing elements at Hakone, such as
meetings in lush green environments, relaxing at a
Japanese-style inn, and golf.

2日目／夜

06

Day 2/Night

夜は旅館でゆったりくつろぐ
「和」MICEのひととき。

美術館、
さらに熱泉がわきだす大涌谷、歴史を偲ぶ箱根関所･資料館などがあります。
Pleasure cruise on Lake Ashinoko, Hakone Open-air Museum, where nature and art meet,
Owakudani, where hot spring water gushes out of the ground, the historic Hakone Barrier, and
the archives center.

箱根仙石原
プリンスホテル

大涌谷
Owakudani

箱根湯の花
プリンスホテル

Hakone Sengokuhara Prince Hotel

大箱根
カントリークラブ
Daihakone Country Club

芦ノ湖遊覧船
Hakone Sightseeing Cruise

箱根 彫刻の森美術館

Hakone Yunohana Prince Hotel
箱
Ha 根
ko 裏街
ne 道
733 -Ka -Ura
彫刻の森駅
ido
Chokoku-no大涌谷駅
mori Sta.
Owakudani Sta.

桃源台駅
Togendai Sta.

The Hakone Open-air Museum

Outdoor seminar

箱根湯本駅
Hakone-Yumoto Sta.

Day 2/Afternoon

Hakone Sekisho

芦ノ湖

駒ヶ岳山頂駅
KomagatakeSancho Sta.
箱根園駅
Hakone-en Sta.

箱根旧東海道

Hakone old Tokaido Highway

集 中力が 高まり気 分もリフ
レッシュ、
みなぎる充実感。

10

フェアウェルパーティー
Farewell Party

3日目／午後
Day 3/Afternoon

フェアウェルパーティー、明日から再びビジネスの最前線へ
Have a farewell party to get ready for work on the front lines
the following day.
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箱根園水族館
Hakone-en
Aquarium

Lake Ashinoko

水族館や温泉、
ゴルフなど箱根ならではのアフ
ターの楽しさも多種多彩。
Many different forms of entertainment available after MICE
in Hakone, such as the aquarium, hot springs, and golf.

ポーラ美術館、彫刻の森美術館などでイマジネーショ
ンや創造力を刺激。

Day 3/Morning

With their concentration improved
and mood refreshed, participants
will feel fully motivated and satisfied.

箱根の豊かな緑と調和した客室でゆったりとお
くつろぎいただけます。

> After Convention アフターコンベンション

Ryuguden

Closing Meeting

The Prince Hakone
Lake Ashinoko
Superior Twin Room

The Prince Hakone Lake Ashinoko

2日目／午後
箱根関所・資料館

3日目／午前

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖
別館 スーペリアルーム

Guests can relax in guest rooms arranged in harmony
with the lush green landscape of Hakone.

龍宮殿

クロージングミーティング

The Prince Hakone
Lake Ashinoko
Mt. Fuji View
Twin Room

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖

アウトドアセミナー

Enjoy a relaxing night’s stay at a
Japanese-style inn.

08

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖
富士山ビュー
ツインルーム

Ambient surrounding のんびりとクル−ズが楽しめる芦ノ湖遊覧船、自然とアートが融合した箱根彫刻の森

周辺情報

窓に広がる富士山。さわやか
な空気で朝食もおいしい。

頭がスッキリ、講師の語る内
容もよく理解できる。

07

客室
（合計134室）

(134rooms in total)

Normally about a 1.5 hour drive from Tokyo. Participants can head
to the venue after finishing work a little early on Friday afternoon.

03

Main Banquet Hall
"Ho-O-no-Ma"
（Ryuguden Annex）

There are many different banquet rooms, including the
wide open Musashi, magnificent Sagami, and
Japanese style Ho-O-no-Ma.

Day 1/Afternoon

Meeting

International Convention
Hall SAGAMI
（The Prince Hakone
Lake Ashinoko）

開放感の「武蔵」、格調の「相模」、和の「鳳凰の
間」
と多彩な宴会場。

1日目／午後

ミーティング

国際会議場 相模（ザ・プリンス 箱根芦ノ湖）大広間「鳳凰の間」
（龍宮殿別館）

Visit the Pola Museum of Art and the Hakone Open-air Museum
to stimulate your imagination and creative power.

日曜日

Sunday

プリンスグランドリゾート箱根
Prince Grand Resort Hakone

09

スポーツ大会
Sports Competition

3日目／午後
Day 3/Afternoon

仲間といい汗かいて最高の
チームビルディング効果！
Form the perfect team and
work up a sweat with your
peers playing sports.

❶ザ・プリンス 箱根芦ノ湖
1978年開業。芦ノ湖のほとり、富士山のお膝元と
いう魅力的なロケーションにあるホテル。

◯高速バス
「プリンスエクスプレス 箱根芦ノ湖」
大宮駅西口→サンシャインシティプリンスホテル→品川プリンスホテル経由で毎日運行
◯Highway bus operated everyday Starts at the west exit of Omiya Station and heads

◯東京から車で平常時約1.5時間
◯Normally about a 1.5 hour drive from Tokyo

for Hakone via Sunshine City Prince Hotel and Shinagawa Prince Hotel.

❷龍宮殿
眼下に芦ノ湖、箱根外輪山のかなたの雄大な富士山を望む客室。四季折々に
移ろう美しい景色と、ゆったりと流れるくつろぎの時間をお楽しみください。

The Prince Hakone Lake Ashinoko

Ryuguden

Opened in 1978, the hotel offers a stunning view from
its location alongside Lake Ashinoko at the foot of
Mount Fuji.

Guest rooms overlook Lake Ashinoko and grand Mount Fuji just beyond
Hakone mountains. Enjoy the beautiful vistas that change with the
season in peace and relaxation.

❸箱根仙石原プリンスホテル
箱根の大自然に溶け込むような佇まいのホテル。落ち
着いた雰囲気の中でくつろぎの時間をお約束します。

❹箱根湯の花プリンスホテル
標高935m、
箱根湯の花ゴルフ場に隣接して佇む和のホテル。
日本の
伝統的なやすらぎのスペースがモダンな建物の中に息づいています。

Hakone Sengokuhara Prince Hotel

Hakone Yunohana Prince Hotel

The hotel appears to be perfectly nestled in the natural
surroundings of Hakone, providing for a relaxing time
in a calm atmosphere.

This Japanese-style hotel is located next to Hakone Yunohana Golf
Course at an altitude of 935 m. The modern building offers a traditional
Japanese relaxing space inside.

❶

❷

❸

❹
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MICE STYLE・

MICE STYLE・

北海道の玄関口、札幌。
北の大地で心の通う暖かい交流を。

札
幌
Sapporo

Sapporo, the gateway to Hokkaido.
Heart-to-heart exchange in the great northern land.

函館
大沼
Hakodate-Onuma

雄大な自然と食材の宝庫、北海道。その玄関口･札幌は、国内外の人々が訪れ、暖かくふれあう国際的なMICEの交流拠点です。
北海道ならではの山海の幸、雄大な自然を楽しむスポーツなど、
アフターMICEの魅力も充実。
Hokkaido is rich in food materials and an abundance of nature. Sapporo is the gateway to Hokkaido, welcoming many visitors from
other parts of Japan and foreign countries. It is a base for human interchange at MICE that connects people through warm and
friendly interaction. Attractive forms of entertainment include tasting the bounty of the sea and mountains in Hokkaido and sports
that can be enjoyed in the great outdoors.

MICE selection

北の玄関で華麗に集うMICE

About 16 minutes by car from Shin-Hakodate Hokuto Station on the Hokkaido Shinkansen Line.
Guests will enjoy the beautiful nature, food, and activities Hokkaido has to offer.
大沼国定公園を近くに抱き、豊かな緑に包まれた函館･大沼は、自然散策、山の幸･海の幸、
そしてスポーツや観光まで、北海道の魅力をふんだんに味わえるアクティブなMICEを実現します。
The Hakodate and Onuma area is close to Onuma Quasi-National Park, and surrounded by lush greenery. It provides
for MICE in which people can fully enjoying the allure of Hokkaido through nature walks, food from the sea and
mountains, sports, sightseeing, and other activities.

MICE selection

札幌ならではの MICE STYLE

函館･大沼ならではの MICE STYLE

Ideal form of MICE for Sapporo

北の味覚を堪能するMICE

Lavish gatherings at the gateway to the north

北海道新幹線新函館北斗駅から車で約16分、
北の自然と食とアクティビティに満足。

新富良野プリンスホテル

仲間とスポーツで快汗するMICE

New Furano Prince Hotel

Fully enjoy the food of the north

Ideal form of MICE
for Hakodate and Onuma

函館の歴史に学ぶMICE

Working up a sweat with peers while playing sports

Learning from the history of Hakodate

Facility introduction

施設紹介
> Banquet Halls

宴会場
プリンスホール
スクールスタイル
Prince Hall
School Style

プリンスホール
ディナースタイル

客室数587室、ディナー形式で最大600名まで利
用できる宴会場で大型団体にも対応。

北海道ならではの食材を生かした料理のおもてな
しこそ、北のMICEの最大の魅力。

The hotel is ready to welcome large groups of guests,
with 587 guest rooms and a banquet room that can
accommodate up to 600 guests in a dinner-style
arrangement of tables and chairs.

The most attractive point of MICE in the north is the
cuisine made with ingredients unique to Hokkaido.

気ままにウォーキングするMICE

北国の夜景を楽しむMICE

Enjoying the night view of the north

Easy walking

1988年開業。北海道屈指のリゾート地「富良
野」
で雄大な自然と調和したMICEシーンを提
案します。
Opened in 1988. Helps hold MICE at Furano, one of
the best resorts in Hokkaido in harmony with the
grandeur of nature.

Facility introduction

Prince Hall
Dinner Style

ウォーキング、カヌー体験、駒ケ岳登山などのス
ポーツMICEがホテルから20分圏内で楽しめます。

函館まで車で30分圏内。歴史的な建物、文化に触
れ、
イマジネーションや創造力を刺激するMICE。

A 20-minute stroll from the hotel will take you to place
where you can enjoy a variety of sports, such as a walking,
canoeing, and climbing Komagatake.

Hakodate is only a 30 minutes by car away. The historic
atmosphere of the old buildings will stimulate your
imagination and creative power.

地産池消を体験するMICE

施設紹介

Overlooking Komagatake, Prince Hall can be divided
into 10 sections for different uses.

> Guest Rooms (292 rooms) 客室（292室）
モデレートツイン

森林浴でリフレッシュするMICE

Local production and consumption

> Banquet Halls

駒ヶ岳を望む
「プリンスホール」
は10分割して
多目的に使用可能。

Moderate Twin

Rejuvenating in a forest bath

宴会場
国際館パミール
International
Convention
Center Pamir

プリンスコテージ
Prince Cottage

全室フォレストビュー。隣接するコテージには
全棟に天然温泉完備。
標高 531m の藻岩山は夜景が魅力の人気スポッ
ト、
ふれあいの交流を広げます。

札幌名所の大通公園で、季節の自然を感じながら
リフレッシュウォーキングを。

Mount Moiwa is one of the popular night view spots,
standing 531 meters tall. The beautiful scenery helps to
bring people together.

Visit Sapporo Odori Park, one of the most famous places
in the city. Refresh yourself in the great outdoors while
enjoying the flavors of the seasons.

Ambient surrounding

周辺情報

ホテル周辺には大通公園をはじめ札幌時計台、赤レンガの北海道庁旧本
庁舎など、
また小樽、千歳のエリアにも多くの有名スポットがあります。
The hotel is surrounded by Sapporo Odori Park, the Sapporo Clock Tower, and the
Former Hokkaido Government Office Building, an old structure made of red brick.
There are also a number of other famous spots in Otaru and Chitose.

宿泊棟から独立した宴会場棟。ディナー形式で
最大600名まで利用できる２宴会場で対応。
The banquet hall building built separate from the
guest room building. There are 2 banquet rooms
that can accommodate up to 600 guests with tables
and chairs in a dinner-style arrangement.

> Onsen

温泉

北海道ならではの海産物や農産物をふんだんに採り
入れた食を通じて、笑顔あふれるMICEを演出します。

森に囲まれた
「国際会議場 大沼国際セミナーハウ
ス」
とホテルのパーティールームのリゾートMICE。

Participants will be all smiles as they enjoy dishes made
with seafood and agricultural products unique to Hokkaido.

Hold MICE at the Hokkaido Onuma International Seminar
House, which is situated in the forest, or in the party room
of the hotel at the resort.

Ambient surrounding

周辺情報

中央卸売市場

羊ヶ丘展望台

小樽運河

北海道カントリークラブ 大沼コース

駒ヶ岳を望む大沼公園

函館山から望む夜景

五稜郭

Sapporo Central
Wholesale Market

Hitsujigaoka
Observation Hill

Otaru Canal

Hokkaido Country Club,
Onuma Course

Onuma Quasi-nationl
Park

Night View from
Mt. Hakodate

Goryokaku

内風呂

Morinoyu West Onuma Onsen

Open-Air onsen

Indoor bath

タワー2階にある、宿泊者専用の温泉。

大沼の四季折々の景観を肌で感じることがで
きる温泉露天風呂。

An exclusive onsen for hotel guests on the second
floor of the tower

Outdoor onsen bath allows you to enjoy the Onuma
landscape that changes with the seasons.

旭川
Otaru

Sapporo Prince Hotel

車で平常時約3時間40分
Normally about 3 hours and
40 minutes by car

函館・大沼
HakodateOnuma

札幌

Normally about 2 hours and
20 minutes by car

New Furano Prince Hotel

富良野
Furano

Sappro

富良野プリンスホテル
Furano Prince Hotel

Normally about 2 hours and
車で平常時約2時間10分 10 minutes by car

車で平常時約1時間

Normally about an hour by car

函館大沼プリンスホテル
Hakodate-Onuma Prince Hotel
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新富良野プリンスホテル

車で平常時約2時間20分

Normally about
45 minutes by car

千歳

Chitose

路線バスで平常時約70分

函館大沼プリンスホテル

札幌プリンスホテル
Sapporo Prince Hotel

車で平常時約45分

西大沼温泉「森のゆ」

温泉露天風呂

Asahikawa
Normally about
車で平常時約1時間 an hour by car

温泉

There are many places to go and things to do, such as Onuma Quasi-national Park,
which overlooks the famous Komagatake mountains, the night view from Mount
Hakodate, the morning market at Hakodate, and other historic sightseeing locations.

Sapporo Snow Festival

札幌プリンスホテル

> Onsen

名峰駒ケ岳を望む大沼国定公園、函館山からの夜景、函館朝市、史跡を
めぐる函館観光など、見どころ、遊びどころがいっぱいです。

さっぽろ雪まつり

小樽

All of the guest rooms have a forest view. All of the
neighboring cottages have a natural onsen bath.

◯JR新千歳空港駅から快速エアポートで
札幌駅まで37分
大通公園に近接しており、札幌の夜景も一望。
参加者の方々に楽しんでいただけるMICEを実
現します。
◯It takes 37 minutes by
Rapid Airport Train to reach
the hotel from JR New
Chitose Airport Station.
The hotel is located next to
Sapporo Odori Park, allowing
guests to enjoy the night vistas
of Sapporo. Perfect for MICE to
entertain participants.

Normally about 70 minutes by a fixed-route bus

Hakodate-Onuma Prince Hotel

北海道カントリークラブ 大沼コース
車で平常時約16分

Normally about 16 minutes by car

2016年3月26日開業

新函館北斗駅
Scheduled to open on
March 26, 2016

特急で札幌まで最短3時間30分

Shin-Hakodate
Hokuto Station

3 hours and 30 minutes by express train
(shortest time)

札幌・
旭川・釧路など
Sapporo
Asahikawa
kushiro
…

函館空港
Hakodate
Airport

Hokkaido Country Club, Onuma Course

はこだてライナーで17分

17 minutes by Hakodate Liner

函館駅

Hakodate
Station

東京
新青森・盛岡
仙台・大宮

Tokyo
Shin-Aomori,
Morioka, Sendai,
Omiya

新幹線で東京まで最短4時間2分
4 hours and 2 minutes to Tokyo by Shinkansen
(shortest time)

函館大沼プリンスホテル
Hakodate-Onuma Prince Hotel
◯新函館北斗駅から車で平常時約16分
◯函館空港から車で平常時約50分
1990年開業。大沼国定公園の豊かな緑に包まれ、自然散
策やバーベキュー、
ゴルフなどもお楽しみいただけます。
◯Normally about 16 minutes from Shin-Hakodate
Hokuto Station by car
◯Normally about 50 minutes from Hakodate
Airport by car
Opened in 1990, the
hotel allows you to enjoy
nature walks, barbecues,
and golf amidst the lush
greenery of Onuma
Quasi-national Park.
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MICE STYLE・

MICE STYLE・

北海道の玄関口、札幌。
北の大地で心の通う暖かい交流を。

札
幌
Sapporo

Sapporo, the gateway to Hokkaido.
Heart-to-heart exchange in the great northern land.

函館
大沼
Hakodate-Onuma

雄大な自然と食材の宝庫、北海道。その玄関口･札幌は、国内外の人々が訪れ、暖かくふれあう国際的なMICEの交流拠点です。
北海道ならではの山海の幸、雄大な自然を楽しむスポーツなど、
アフターMICEの魅力も充実。
Hokkaido is rich in food materials and an abundance of nature. Sapporo is the gateway to Hokkaido, welcoming many visitors from
other parts of Japan and foreign countries. It is a base for human interchange at MICE that connects people through warm and
friendly interaction. Attractive forms of entertainment include tasting the bounty of the sea and mountains in Hokkaido and sports
that can be enjoyed in the great outdoors.

MICE selection

北の玄関で華麗に集うMICE

About 16 minutes by car from Shin-Hakodate Hokuto Station on the Hokkaido Shinkansen Line.
Guests will enjoy the beautiful nature, food, and activities Hokkaido has to offer.
大沼国定公園を近くに抱き、豊かな緑に包まれた函館･大沼は、自然散策、山の幸･海の幸、
そしてスポーツや観光まで、北海道の魅力をふんだんに味わえるアクティブなMICEを実現します。
The Hakodate and Onuma area is close to Onuma Quasi-National Park, and surrounded by lush greenery. It provides
for MICE in which people can fully enjoying the allure of Hokkaido through nature walks, food from the sea and
mountains, sports, sightseeing, and other activities.

MICE selection

札幌ならではの MICE STYLE

函館･大沼ならではの MICE STYLE

Ideal form of MICE for Sapporo

北の味覚を堪能するMICE

Lavish gatherings at the gateway to the north

北海道新幹線新函館北斗駅から車で約16分、
北の自然と食とアクティビティに満足。

新富良野プリンスホテル

仲間とスポーツで快汗するMICE

New Furano Prince Hotel

Fully enjoy the food of the north

Ideal form of MICE
for Hakodate and Onuma

函館の歴史に学ぶMICE

Working up a sweat with peers while playing sports

Learning from the history of Hakodate

Facility introduction

施設紹介
> Banquet Halls

宴会場
プリンスホール
スクールスタイル
Prince Hall
School Style

プリンスホール
ディナースタイル

客室数587室、ディナー形式で最大600名まで利
用できる宴会場で大型団体にも対応。

北海道ならではの食材を生かした料理のおもてな
しこそ、北のMICEの最大の魅力。

The hotel is ready to welcome large groups of guests,
with 587 guest rooms and a banquet room that can
accommodate up to 600 guests in a dinner-style
arrangement of tables and chairs.

The most attractive point of MICE in the north is the
cuisine made with ingredients unique to Hokkaido.

気ままにウォーキングするMICE

北国の夜景を楽しむMICE

Enjoying the night view of the north

Easy walking

1988年開業。北海道屈指のリゾート地「富良
野」
で雄大な自然と調和したMICEシーンを提
案します。
Opened in 1988. Helps hold MICE at Furano, one of
the best resorts in Hokkaido in harmony with the
grandeur of nature.

Facility introduction

Prince Hall
Dinner Style

ウォーキング、カヌー体験、駒ケ岳登山などのス
ポーツMICEがホテルから20分圏内で楽しめます。

函館まで車で30分圏内。歴史的な建物、文化に触
れ、
イマジネーションや創造力を刺激するMICE。

A 20-minute stroll from the hotel will take you to place
where you can enjoy a variety of sports, such as a walking,
canoeing, and climbing Komagatake.

Hakodate is only a 30 minutes by car away. The historic
atmosphere of the old buildings will stimulate your
imagination and creative power.

地産池消を体験するMICE

施設紹介

Overlooking Komagatake, Prince Hall can be divided
into 10 sections for different uses.

> Guest Rooms (292 rooms) 客室（292室）
モデレートツイン

森林浴でリフレッシュするMICE

Local production and consumption

> Banquet Halls

駒ヶ岳を望む
「プリンスホール」
は10分割して
多目的に使用可能。

Moderate Twin

Rejuvenating in a forest bath

宴会場
国際館パミール
International
Convention
Center Pamir

プリンスコテージ
Prince Cottage

全室フォレストビュー。隣接するコテージには
全棟に天然温泉完備。
標高 531m の藻岩山は夜景が魅力の人気スポッ
ト、
ふれあいの交流を広げます。

札幌名所の大通公園で、季節の自然を感じながら
リフレッシュウォーキングを。

Mount Moiwa is one of the popular night view spots,
standing 531 meters tall. The beautiful scenery helps to
bring people together.

Visit Sapporo Odori Park, one of the most famous places
in the city. Refresh yourself in the great outdoors while
enjoying the flavors of the seasons.

Ambient surrounding

周辺情報

ホテル周辺には大通公園をはじめ札幌時計台、赤レンガの北海道庁旧本
庁舎など、
また小樽、千歳のエリアにも多くの有名スポットがあります。
The hotel is surrounded by Sapporo Odori Park, the Sapporo Clock Tower, and the
Former Hokkaido Government Office Building, an old structure made of red brick.
There are also a number of other famous spots in Otaru and Chitose.

宿泊棟から独立した宴会場棟。ディナー形式で
最大600名まで利用できる２宴会場で対応。
The banquet hall building built separate from the
guest room building. There are 2 banquet rooms
that can accommodate up to 600 guests with tables
and chairs in a dinner-style arrangement.

> Onsen

温泉

北海道ならではの海産物や農産物をふんだんに採り
入れた食を通じて、笑顔あふれるMICEを演出します。

森に囲まれた
「国際会議場 大沼国際セミナーハウ
ス」
とホテルのパーティールームのリゾートMICE。

Participants will be all smiles as they enjoy dishes made
with seafood and agricultural products unique to Hokkaido.

Hold MICE at the Hokkaido Onuma International Seminar
House, which is situated in the forest, or in the party room
of the hotel at the resort.

Ambient surrounding

周辺情報

中央卸売市場

羊ヶ丘展望台

小樽運河

北海道カントリークラブ 大沼コース

駒ヶ岳を望む大沼公園

函館山から望む夜景

五稜郭

Sapporo Central
Wholesale Market

Hitsujigaoka
Observation Hill

Otaru Canal

Hokkaido Country Club,
Onuma Course

Onuma Quasi-nationl
Park

Night View from
Mt. Hakodate

Goryokaku

内風呂

Morinoyu West Onuma Onsen

Open-Air onsen

Indoor bath

タワー2階にある、宿泊者専用の温泉。

大沼の四季折々の景観を肌で感じることがで
きる温泉露天風呂。

An exclusive onsen for hotel guests on the second
floor of the tower

Outdoor onsen bath allows you to enjoy the Onuma
landscape that changes with the seasons.

旭川
Otaru

Sapporo Prince Hotel

車で平常時約3時間40分
Normally about 3 hours and
40 minutes by car

函館・大沼
HakodateOnuma

札幌

Normally about 2 hours and
20 minutes by car

New Furano Prince Hotel

富良野
Furano

Sappro

富良野プリンスホテル
Furano Prince Hotel

Normally about 2 hours and
車で平常時約2時間10分 10 minutes by car

車で平常時約1時間

Normally about an hour by car

函館大沼プリンスホテル
Hakodate-Onuma Prince Hotel
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新富良野プリンスホテル

車で平常時約2時間20分

Normally about
45 minutes by car

千歳

Chitose

路線バスで平常時約70分

函館大沼プリンスホテル

札幌プリンスホテル
Sapporo Prince Hotel

車で平常時約45分

西大沼温泉「森のゆ」

温泉露天風呂

Asahikawa
Normally about
車で平常時約1時間 an hour by car

温泉

There are many places to go and things to do, such as Onuma Quasi-national Park,
which overlooks the famous Komagatake mountains, the night view from Mount
Hakodate, the morning market at Hakodate, and other historic sightseeing locations.

Sapporo Snow Festival

札幌プリンスホテル

> Onsen

名峰駒ケ岳を望む大沼国定公園、函館山からの夜景、函館朝市、史跡を
めぐる函館観光など、見どころ、遊びどころがいっぱいです。

さっぽろ雪まつり

小樽

All of the guest rooms have a forest view. All of the
neighboring cottages have a natural onsen bath.

◯JR新千歳空港駅から快速エアポートで
札幌駅まで37分
大通公園に近接しており、札幌の夜景も一望。
参加者の方々に楽しんでいただけるMICEを実
現します。
◯It takes 37 minutes by
Rapid Airport Train to reach
the hotel from JR New
Chitose Airport Station.
The hotel is located next to
Sapporo Odori Park, allowing
guests to enjoy the night vistas
of Sapporo. Perfect for MICE to
entertain participants.

Normally about 70 minutes by a fixed-route bus

Hakodate-Onuma Prince Hotel

北海道カントリークラブ 大沼コース
車で平常時約16分

Normally about 16 minutes by car

2016年3月26日開業

新函館北斗駅
Scheduled to open on
March 26, 2016

特急で札幌まで最短3時間30分

Shin-Hakodate
Hokuto Station

3 hours and 30 minutes by express train
(shortest time)

札幌・
旭川・釧路など
Sapporo
Asahikawa
kushiro
…

函館空港
Hakodate
Airport

Hokkaido Country Club, Onuma Course

はこだてライナーで17分

17 minutes by Hakodate Liner

函館駅

Hakodate
Station

東京
新青森・盛岡
仙台・大宮

Tokyo
Shin-Aomori,
Morioka, Sendai,
Omiya

新幹線で東京まで最短4時間2分
4 hours and 2 minutes to Tokyo by Shinkansen
(shortest time)

函館大沼プリンスホテル
Hakodate-Onuma Prince Hotel
◯新函館北斗駅から車で平常時約16分
◯函館空港から車で平常時約50分
1990年開業。大沼国定公園の豊かな緑に包まれ、自然散
策やバーベキュー、
ゴルフなどもお楽しみいただけます。
◯Normally about 16 minutes from Shin-Hakodate
Hokuto Station by car
◯Normally about 50 minutes from Hakodate
Airport by car
Opened in 1990, the
hotel allows you to enjoy
nature walks, barbecues,
and golf amidst the lush
greenery of Onuma
Quasi-national Park.
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宴会場 仕様一覧
Banquet Halls Specifications

高輪・品川
高輪エリア

Takanawa・Shinagawa

Takanawa area

宴会場名

多彩なステージ、スケール感で選ぶならプリンスホテル

面積

Venue

Area

国際館
パミール

崑崙

日本の魅力が堪能できる全国ネットワークに、グローバルスケールの集いの場をご用意。
世界の人々が求める多彩なMICEのニーズにお応えします。

International
Convention
Center Pamir

崑崙（4分割）

香雲・翠雲・白雲・慶雲

Konron (4 sections)

Kouun, Suiun, Hakuun, Keiun

If you are looking for large-scale places that offer plenty of variety, Prince Hotel is the solution.

新高輪

飛天

New Takanawa

Hiten

高輪

プリンスルーム

Takanawa

Prince Room

Konron

天井高

Ceiling height

シアター

スクール

Theater-style

Lecture-style

2,397 ㎡

7.0〜13.0 m

3,604 名 (persons)

1,512 名 (persons)

549〜580 ㎡

7.0〜13.0 m

672 名 (persons)

306 名 (persons)

1,837 ㎡

7.0〜15.0 m

2,016 名 (persons)

1,092 名 (persons)

2,013 ㎡

7.5〜23.0 m

2,550 名 (persons)

1,302 名 (persons)

768 ㎡

7.0 m

714 名 (persons)

420 名 (persons)

264 ㎡

3.0 m

352 名 (persons)

162 名 (persons)

370 ㎡

3.3 m

360 名 (persons)

225 名 (persons)

北辰
Hokushin

We at Prince Hotels and Resorts offer venues for global-scale meetings and conferences, with a nationwide network that allows our
guests to fully enjoy the charm of Japan. We meet all the different MICE-related needs to satisfy people from around the world.

Banquet Halls _ Specifications 01

クラウンルーム
Crown Room

グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール 大宴会場 北辰

グランドプリンスホテル新高輪 大宴会場 飛天

Grand Prince Hotel New Takanawa
International Convention Center Pamir "Hokushin"

Grand Prince Hotel New Takanawa
Main Banquet Hall "Hiten"

さくらタワー

コンファレンスフロア 10スペース

Sakura Tower

Conference Floor

グランドプリンスホテル新高輪
国際館パミール 大宴会場 崑崙

グランドプリンスホテル新高輪
大宴会場 飛天

グランドプリンスホテル高輪
プリンスルーム

ザ・プリンス さくらタワー東京
コンファレンスフロア

Grand Prince Hotel New Takanawa,
International Convention Center Pamir,
Grand Banquet Hall Konron

Grand Prince Hotel New Takanawa,
Main Banquet Hall Hiten

Grand Prince Hotel Takanawa,
Prince Room

The Prince Sakura Tower Tokyo,
Conference Floor

品川エリア

Shinagawa area

宴会場名
Venue

びわ湖大津プリンスホテル コンベンションホール 淡海

札幌プリンスホテル 国際館パミール

Lake Biwa Otsu Prince Hotel
Convention Hall "Oumi"

Sapporo Prince Hotel
International Convention Center Pamir

プリンスホール

スペース1

Prince Hall

Space 1

面積
Area

天井高

Ceiling height

207 ㎡

シアター

スクール

Theater-style

Lecture-style

240 名 (persons)

135 名 (persons)

3,200 名 (persons)

1,600 名 (persons)

5.6〜7.0 m

スペース1〜9

2,046 ㎡

Space 1-9

メインタワー

宴会場（36F）

札幌

Main Tower

Banquet Hall (36th floor) Sapporo

330 ㎡

5.2 m

330 名 (persons)

210 名 (persons)

330 ㎡

4.0 m

330 名 (persons)

210 名 (persons)

36 ㎡

2.7 m

40 名 (persons)

18 名 (persons)

宴会場（6〜34F）13室
Banquet Hall (6th-34th floor) 13 rooms

宴会場（3F）

12室

Banquet Hall (3rd floor) 12 rooms
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グランドプリンスホテル京都 プリンスホール

グランドプリンスホテル広島 メインバンケットホール 瀬戸内

Grand Prince Hotel Kyoto
Prince Hall

Grand Prince Hotel Hiroshima
Main Banquet Hall "Setouchi"

品川プリンスホテル
プリンスホール

品川プリンスホテル
プリンスホール

品川プリンスホテル
メインタワー 宴会場

品川プリンスホテル
メインタワー 小宴会場

Shinagawa Prince Hotel,
Prince Hall

Shinagawa Prince Hotel,
Prince Hall

Shinagawa Prince Hotel,
Main Tower, Banquet Halls

Shinagawa Prince Hotel,
Main Tower, Small Banquet Halls
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宴会場 仕様一覧
Banquet Halls Specifications

高輪・品川
高輪エリア

Takanawa・Shinagawa

Takanawa area

宴会場名

多彩なステージ、スケール感で選ぶならプリンスホテル

面積

Venue

Area

国際館
パミール

崑崙

日本の魅力が堪能できる全国ネットワークに、グローバルスケールの集いの場をご用意。
世界の人々が求める多彩なMICEのニーズにお応えします。

International
Convention
Center Pamir

崑崙（4分割）

香雲・翠雲・白雲・慶雲

Konron (4 sections)

Kouun, Suiun, Hakuun, Keiun

If you are looking for large-scale places that offer plenty of variety, Prince Hotel is the solution.

新高輪

飛天

New Takanawa

Hiten

高輪

プリンスルーム

Takanawa

Prince Room

Konron

天井高

Ceiling height

シアター

スクール

Theater-style

Lecture-style

2,397 ㎡

7.0〜13.0 m

3,604 名 (persons)

1,512 名 (persons)

549〜580 ㎡

7.0〜13.0 m

672 名 (persons)

306 名 (persons)

1,837 ㎡

7.0〜15.0 m

2,016 名 (persons)

1,092 名 (persons)

2,013 ㎡

7.5〜23.0 m

2,550 名 (persons)

1,302 名 (persons)

768 ㎡

7.0 m

714 名 (persons)

420 名 (persons)

264 ㎡

3.0 m

352 名 (persons)

162 名 (persons)

370 ㎡

3.3 m

360 名 (persons)

225 名 (persons)

北辰
Hokushin

We at Prince Hotels and Resorts offer venues for global-scale meetings and conferences, with a nationwide network that allows our
guests to fully enjoy the charm of Japan. We meet all the different MICE-related needs to satisfy people from around the world.

Banquet Halls _ Specifications 01

クラウンルーム
Crown Room

グランドプリンスホテル新高輪 国際館パミール 大宴会場 北辰

グランドプリンスホテル新高輪 大宴会場 飛天

Grand Prince Hotel New Takanawa
International Convention Center Pamir "Hokushin"

Grand Prince Hotel New Takanawa
Main Banquet Hall "Hiten"

さくらタワー

コンファレンスフロア 10スペース

Sakura Tower

Conference Floor

グランドプリンスホテル新高輪
国際館パミール 大宴会場 崑崙

グランドプリンスホテル新高輪
大宴会場 飛天

グランドプリンスホテル高輪
プリンスルーム

ザ・プリンス さくらタワー東京
コンファレンスフロア

Grand Prince Hotel New Takanawa,
International Convention Center Pamir,
Grand Banquet Hall Konron

Grand Prince Hotel New Takanawa,
Main Banquet Hall Hiten

Grand Prince Hotel Takanawa,
Prince Room

The Prince Sakura Tower Tokyo,
Conference Floor

品川エリア

Shinagawa area

宴会場名
Venue

びわ湖大津プリンスホテル コンベンションホール 淡海

札幌プリンスホテル 国際館パミール

Lake Biwa Otsu Prince Hotel
Convention Hall "Oumi"

Sapporo Prince Hotel
International Convention Center Pamir

プリンスホール

スペース1

Prince Hall

Space 1

面積
Area

天井高

Ceiling height

207 ㎡

シアター

スクール

Theater-style

Lecture-style

240 名 (persons)

135 名 (persons)

3,200 名 (persons)

1,600 名 (persons)

5.6〜7.0 m

スペース1〜9

2,046 ㎡

Space 1-9

メインタワー

宴会場（36F）

札幌

Main Tower

Banquet Hall (36th floor) Sapporo

330 ㎡

5.2 m

330 名 (persons)

210 名 (persons)

330 ㎡

4.0 m

330 名 (persons)

210 名 (persons)

36 ㎡

2.7 m

40 名 (persons)

18 名 (persons)

宴会場（6〜34F）13室
Banquet Hall (6th-34th floor) 13 rooms

宴会場（3F）

12室

Banquet Hall (3rd floor) 12 rooms
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グランドプリンスホテル京都 プリンスホール

グランドプリンスホテル広島 メインバンケットホール 瀬戸内

Grand Prince Hotel Kyoto
Prince Hall

Grand Prince Hotel Hiroshima
Main Banquet Hall "Setouchi"

品川プリンスホテル
プリンスホール

品川プリンスホテル
プリンスホール

品川プリンスホテル
メインタワー 宴会場

品川プリンスホテル
メインタワー 小宴会場

Shinagawa Prince Hotel,
Prince Hall

Shinagawa Prince Hotel,
Prince Hall

Shinagawa Prince Hotel,
Main Tower, Banquet Halls

Shinagawa Prince Hotel,
Main Tower, Small Banquet Halls
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芝公園

Banquet Halls _ Specifications 02

川越

Shibakoen

ザ・プリンス パークタワー東京

川越プリンスホテル

The Prince Park Tower Tokyo

宴会場名

面積

Venue

Area

ボールルーム

スペース A〜G（全スパン）

Ballroom

Space A~G (all sections combined)

Space A (1/7 section)

コンベンションホール

スペース A〜G（全スパン）

Convention Hall

Space A~G (all sections combined)

天井高

Ceiling height

2,394 ㎡

3,600 名 (persons)

1,800 名 (persons)

400 名 (persons)

180 名 (persons)

2,394 ㎡

3,600 名 (persons)

1,800 名 (persons)

9.9 m
400 名 (persons)

342 ㎡

180 名 (persons)

Kawagoe Prince Hotel

宴会場名

スクール

Lecture-style

342 ㎡

スペース A（1/7スパン）
Space A (1/7 section)

シアター

Theater-style

9.9 m

スペース A（1/7スパン）

Kawagoe

面積

Venue

主宴会場
プリンスホール

1スパン

Main Banquet Hall
Prince Hall

2スパン

Area

1 section

2 sections

全スパン
Entire space

中宴会場 ティーローズルーム
Medium-Sized Banquet Hall Tea Rose Room

シアター

スクール

Theater-style

Lecture-style

398 ㎡

7.7 m

350 名 (persons)

230 名 (persons)

663 ㎡

7.7 m

600 名 (persons)

390 名 (persons)

1,061 ㎡

7.7 m

1,200 名 (persons)

750 名 (persons)

355 ㎡

3.8 m

320 名 (persons)

200 名 (persons)

ボールルーム

コンベンションホール

コンベンションホール

プリンスホール

プリンスホール

プリンスホール

Ballroom

Convention Hall

Convention Hall

Prince Hall

Prince Hall

Prince Hall

東京プリンスホテル

Tokyo Prince Hotel

宴会場名

面積

Venue

鳳凰の間

全室利用

Ho-Oh-No-Ma

Used combined

Area

プロビデンスホール
Providence Hall

天井高

Ceiling height

シアター

Theater-style

スクール

Lecture-style

1,650 ㎡

6.5 m

1,500 名 (persons)

900 名 (persons)

858 ㎡

5.8 m

900 名 (persons)

400 名 (persons)

新横浜

Shin Yokohama

新横浜プリンスホテル

Shin Yokohama Prince Hotel

宴会場名

面積

Venue
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天井高

Ceiling height

鳳凰の間

鳳凰の間

プロビデンスホール

Ho-Oh-No-Ma

Ho-Oh-No-Ma

Providence Hall

主宴会場

シンフォニア

Main Banquet Hall

Sinfonia

Area

中宴会場

千鳥・若菜・桜川

Medium-Sized Banquet Hall

Chidori, Wakana, Sakuragawa

天井高

シアター

Ceiling height

Theater-style

スクール

Lecture-style

1,280 ㎡

7.0 m

1,300 名 (persons)

750 名 (persons)

432〜440 ㎡

4.05 m

460 名 (persons)

230 名 (persons)

主宴会場 シンフォニア

主宴会場 シンフォニア

中宴会場

Main Banquet Hall
Sinfonia

Main Banquet Hall
Sinfonia

Medium-sized Banquet Hall
Wakana

若菜
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川越

Shibakoen

ザ・プリンス パークタワー東京

川越プリンスホテル

The Prince Park Tower Tokyo

宴会場名

面積

Venue

Area

ボールルーム

スペース A〜G（全スパン）

Ballroom

Space A~G (all sections combined)

Space A (1/7 section)

コンベンションホール

スペース A〜G（全スパン）

Convention Hall

Space A~G (all sections combined)

天井高

Ceiling height

2,394 ㎡

3,600 名 (persons)

1,800 名 (persons)

400 名 (persons)

180 名 (persons)

2,394 ㎡

3,600 名 (persons)

1,800 名 (persons)

9.9 m
400 名 (persons)

342 ㎡

180 名 (persons)

Kawagoe Prince Hotel

宴会場名

スクール

Lecture-style

342 ㎡

スペース A（1/7スパン）
Space A (1/7 section)

シアター

Theater-style

9.9 m

スペース A（1/7スパン）

Kawagoe

面積

Venue

主宴会場
プリンスホール

1スパン

Main Banquet Hall
Prince Hall

2スパン

Area

1 section

2 sections

全スパン
Entire space

中宴会場 ティーローズルーム
Medium-Sized Banquet Hall Tea Rose Room

シアター

スクール

Theater-style

Lecture-style

398 ㎡

7.7 m

350 名 (persons)

230 名 (persons)

663 ㎡

7.7 m

600 名 (persons)

390 名 (persons)

1,061 ㎡

7.7 m

1,200 名 (persons)

750 名 (persons)

355 ㎡

3.8 m

320 名 (persons)

200 名 (persons)

ボールルーム

コンベンションホール

コンベンションホール

プリンスホール

プリンスホール

プリンスホール

Ballroom

Convention Hall

Convention Hall

Prince Hall

Prince Hall

Prince Hall

東京プリンスホテル

Tokyo Prince Hotel

宴会場名

面積

Venue

鳳凰の間

全室利用

Ho-Oh-No-Ma

Used combined

Area

プロビデンスホール
Providence Hall

天井高

Ceiling height

シアター

Theater-style

スクール

Lecture-style

1,650 ㎡

6.5 m

1,500 名 (persons)

900 名 (persons)

858 ㎡

5.8 m

900 名 (persons)

400 名 (persons)

新横浜

Shin Yokohama

新横浜プリンスホテル

Shin Yokohama Prince Hotel

宴会場名

面積

Venue
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天井高

Ceiling height

鳳凰の間

鳳凰の間

プロビデンスホール

Ho-Oh-No-Ma

Ho-Oh-No-Ma

Providence Hall

主宴会場

シンフォニア

Main Banquet Hall

Sinfonia

Area

中宴会場

千鳥・若菜・桜川

Medium-Sized Banquet Hall

Chidori, Wakana, Sakuragawa

天井高

シアター

Ceiling height

Theater-style

スクール

Lecture-style

1,280 ㎡

7.0 m

1,300 名 (persons)

750 名 (persons)

432〜440 ㎡

4.05 m

460 名 (persons)

230 名 (persons)

主宴会場 シンフォニア

主宴会場 シンフォニア

中宴会場

Main Banquet Hall
Sinfonia

Main Banquet Hall
Sinfonia

Medium-sized Banquet Hall
Wakana

若菜
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〜仕様一覧・03〜
鎌倉

Banquet Halls _ Specifications 03

大津

Kamakura

鎌倉プリンスホテル

びわ湖大津プリンスホテル

Kamakura Prince Hotel

宴会場名

面積

Venue

バンケットホール七里ヶ浜

1スパン

Shichirigahama Banquet Hall

1 section

Area

天井高

Ceiling height

シアター

スクール

Theater-style

Lecture-style

190 ㎡

160 名 (persons)

120 名 (persons)

380 ㎡

350 名 (persons)

250 名 (persons)

570 ㎡

550 名 (persons)

380 名 (persons)

1,140 ㎡

1,000 名 (persons)

750 名 (persons)

宴会場名 Venue

面積 Area

コンベンション 全室利用
All rooms used
ホール淡海
Convention
1室利用

2,940 ㎡

Hall Oumi

2スパン
2 sections

3スパン
3 sections

全6スパン
Entire space

Otsu

6.0 m

1 room

Lake Biwa Otsu Prince Hotel

天井高

Ceiling
height

7.0〜9.1 m

319 ㎡

シアター Theater-style スクール Lecture-style

3,500 名 (persons)

1,500 名 (persons)

250 名 (persons)

150 名 (persons)

コンベンション
ホール 淡海

宴会場 比叡
Banquet Hiei

Convention Hall
Ohmi

コンベンションホール 淡海
Convention Hall Oumi

京都

Kyoto

グランドプリンスホテル京都
立食スタイル
（全6スパン）

スクールスタイル
（2スパン）

コの字スタイル
（2スパン）

Buffet party arrangement (all 6 sections used)

School Style (2 sections used)

U-shaped arrangement (2 sections used)

宴会場名 Venue

プリンスホール
Prince Hall

大磯

ゴールドルーム
Gold Room

Oiso

大磯プリンスホテル

面積 Area

Grand Prince Hotel Kyoto

天井高

Ceiling
height

シアター Theater-style スクール Lecture-style

1,140 ㎡

5.5 m

1,400 名 (persons)

700 名 (persons)

423 ㎡

9.0 m

450 名 (persons)

240 名 (persons)

ゴールドルーム

ロイヤルルーム

Gold Room

Royal Room

Oiso Prince Hotel

宴会場名

面積

Venue

国際会議場

1スパン

International Banquet Hall

1 section

Area

天井高

Ceiling height

337 ㎡

2スパン

673 ㎡

2 sections

全スパン

5.8 m

1,010 ㎡

Entire space

高砂・末広
Takasago, Suehiro

宴会場
（山側）
Banquet Room (mountain side)

シアター

プリンスホール

スクール

Theater-style

Lecture-style

300 名 (persons)

200 名 (persons)

600 名 (persons)

400 名 (persons)

900 名 (persons)

650 名 (persons)

112 ㎡

2.1 m

80 名 (persons)

40 名 (persons)

80 ㎡

2.1 m

60 名 (persons)

30 名 (persons)

Prince Hall

広島

Hiroshima

グランドプリンスホテル広島
宴会場名 Venue

面積 Area

メインバンケット 全室利用
All rooms used
ホール瀬戸内
Main Banquet 1室利用

1,560 ㎡

Hall Setouchi

1 room

Grand Prince Hotel Hiroshima

天井高

Ceiling
height

5.5〜7.3 m

312 ㎡

シアター Theater-style スクール Lecture-style

2,000 名 (persons)

1,260 名 (persons)

300 名 (persons)

210 名 (persons)

メインバンケット
ホール瀬戸内

メインバンケット
ホール瀬戸内

Main Banquet
Hall Setouchi

Main Banquet
Hall Setouchi

メインバンケットホール瀬戸内
Main Banquet Hall Setouchi
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国際会議場

高砂・末広

宴会場（山側）

International Banquet Hall

Takasago, Suehiro

Banquet Room (mountain side)
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鎌倉
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大津

Kamakura

鎌倉プリンスホテル

びわ湖大津プリンスホテル

Kamakura Prince Hotel

宴会場名

面積

Venue

バンケットホール七里ヶ浜

1スパン

Shichirigahama Banquet Hall

1 section

Area

天井高

Ceiling height

シアター

スクール

Theater-style

Lecture-style

190 ㎡

160 名 (persons)

120 名 (persons)

380 ㎡

350 名 (persons)

250 名 (persons)

570 ㎡

550 名 (persons)

380 名 (persons)

1,140 ㎡

1,000 名 (persons)

750 名 (persons)

宴会場名 Venue

面積 Area

コンベンション 全室利用
All rooms used
ホール淡海
Convention
1室利用

2,940 ㎡

Hall Oumi

2スパン
2 sections

3スパン
3 sections

全6スパン
Entire space

Otsu

6.0 m

1 room

Lake Biwa Otsu Prince Hotel

天井高

Ceiling
height

7.0〜9.1 m

319 ㎡

シアター Theater-style スクール Lecture-style

3,500 名 (persons)

1,500 名 (persons)

250 名 (persons)

150 名 (persons)

コンベンション
ホール 淡海

宴会場 比叡
Banquet Hiei

Convention Hall
Ohmi

コンベンションホール 淡海
Convention Hall Oumi

京都

Kyoto

グランドプリンスホテル京都
立食スタイル
（全6スパン）

スクールスタイル
（2スパン）

コの字スタイル
（2スパン）

Buffet party arrangement (all 6 sections used)

School Style (2 sections used)

U-shaped arrangement (2 sections used)

宴会場名 Venue

プリンスホール
Prince Hall

大磯

ゴールドルーム
Gold Room

Oiso

大磯プリンスホテル

面積 Area

Grand Prince Hotel Kyoto

天井高

Ceiling
height

シアター Theater-style スクール Lecture-style

1,140 ㎡

5.5 m

1,400 名 (persons)

700 名 (persons)

423 ㎡

9.0 m

450 名 (persons)

240 名 (persons)

ゴールドルーム

ロイヤルルーム

Gold Room

Royal Room

Oiso Prince Hotel

宴会場名

面積

Venue

国際会議場

1スパン

International Banquet Hall

1 section

Area

天井高

Ceiling height

337 ㎡

2スパン

673 ㎡

2 sections

全スパン

5.8 m

1,010 ㎡

Entire space

高砂・末広
Takasago, Suehiro

宴会場
（山側）
Banquet Room (mountain side)

シアター

プリンスホール

スクール

Theater-style

Lecture-style

300 名 (persons)

200 名 (persons)

600 名 (persons)

400 名 (persons)

900 名 (persons)

650 名 (persons)

112 ㎡

2.1 m

80 名 (persons)

40 名 (persons)

80 ㎡

2.1 m

60 名 (persons)

30 名 (persons)

Prince Hall

広島

Hiroshima

グランドプリンスホテル広島
宴会場名 Venue

面積 Area

メインバンケット 全室利用
All rooms used
ホール瀬戸内
Main Banquet 1室利用

1,560 ㎡

Hall Setouchi

1 room

Grand Prince Hotel Hiroshima

天井高

Ceiling
height

5.5〜7.3 m

312 ㎡

シアター Theater-style スクール Lecture-style

2,000 名 (persons)

1,260 名 (persons)

300 名 (persons)

210 名 (persons)

メインバンケット
ホール瀬戸内

メインバンケット
ホール瀬戸内

Main Banquet
Hall Setouchi

Main Banquet
Hall Setouchi

メインバンケットホール瀬戸内
Main Banquet Hall Setouchi

34

国際会議場

高砂・末広

宴会場（山側）

International Banquet Hall

Takasago, Suehiro

Banquet Room (mountain side)
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〜仕様一覧・04〜
軽井沢

Banquet Halls _ Specifications 04

箱根

Karuizawa

軽井沢プリンスホテル ウエスト
宴会場名
Venue

メイン
バンケットホール長野

1スパン利用
Using 1 section

Area

天井高

Ceiling height

540 ㎡
7.0/6.0 m

Main Banquet Hall Nagano

全スパン利用
Using the entire space

国際会議場 浅間

1スパン利用

International Conference
Hall Asama

Using 1 section

1,620 ㎡

Using the entire space

宴会場 千曲

1スパン利用

Banquet Hall Chikuma

Using 1 section

162 ㎡

Using the entire space

にれの木ホール
Nire No Ki Hall

小会議室 白樺
Small Meeting Room Shirakaba

ブッフェ

シアター

Theater-style

Lecture-style

200 名

300 名

500 名

300 名

(persons)

(persons)

(persons)

(persons)

720 名

1,000 名

2,000 名

810 名

(persons)

60 名

(persons)

150 名

(persons)

(persons)

(persons)

974 ㎡

400 名
(persons)

500 名
(persons)

1,000 名

(persons)

500 名
(persons)

136 ㎡

45 名
(persons)

50 名
(persons)

140 名
(persons)

63 名
(persons)

200 名
(persons)

250 名
(persons)

400 名
(persons)

210 名
(persons)

40 名
(persons)

̶

80 名
(persons)

42 名
(persons)

126 ㎡

2.9 m
2.8 m

天井高

Area

本館

国際会議場 相模

Main Building

International Conference Hall Sagami

Ceiling height

シアター

スクール

Theater-style

Lecture-style

285 ㎡

4.9 m

250 名 (persons)

120 名 (persons)

ミーティング Meeting-style

軽井沢プリンスホテル ウエスト
メインバンケットホール長野

軽井沢プリンスホテル ウエスト
メインバンケットホール長野

軽井沢プリンスホテル ウエスト
国際会議場 浅間

Karuizawa Prince Hotel West
Main Banquet Hall Nagano

Karuizawa Prince Hotel West
Main Banquet Hall Nagano

Karuizawa Prince Hotel West
International Conference Hall Asama

Main Banquet Hall Suruga

232 ㎡

2.7 m

140 名 (persons)

80 名 (persons)

別館

バンケットルーム 武蔵

Annex Building

Banquet Room Musashi

433 ㎡

7.9 m

350 名 (persons)

210 名 (persons)

60 名

(persons)

90 ㎡

面積

Venue

主宴会場 駿河

(persons)

408 ㎡

The Prince Hakone Lake Ashinoko

宴会場名

スクール

Buffet-style

50 名

5.3 m
全スパン利用

ディナー

Dinner-style

(persons)

5.5 m
全スパン利用

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖

Karuizawa Prince Hotel West

面積

Hakone

36 名
(persons)

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖

国際会議場 相模

箱根仙石原プリンスホテル 主宴会場

龍宮殿 大広間 鳳凰の間

箱根湯の花プリンスホテル 宴会場 大広間

Hakone Sengokuhara Prince Hotel
Main Banquet Hall

Ryuguden
Main Banquet Hall Ho-O-no-Ma

Hakone Yunohana Prince Hotel
Main Banquet Hall O-Hiroma

Sapporo

宴会場名
Venue

6階 大宴会場
6th floor Large Banquet Hall
軽井沢プリンスホテル ウエスト
小会議室 白樺

Karuizawa Prince Hotel West
Banquet Hall Chikuma

Karuizawa Prince Hotel West
Nire No Ki Hall

Karuizawa Prince Hotel West
Small Meeting Room Shirakaba

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖 バンケットルーム 武蔵
The Prince Hakone Lake Ashinoko
Banquet Room Musashi

札幌プリンスホテル

軽井沢プリンスホテル ウエスト
にれの木ホール

主宴会場 駿河

The Prince Hakone Lake Ashinoko
Main Banquet Hall Suruga

札幌

軽井沢プリンスホテル ウエスト
宴会場 千曲

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖

The Prince Hakone Lake Ashinoko
International Conference Hall Sagami

3階 大宴会場
3rd floor Large Banquet Hall

5階 中宴会場
5th floor Medium-sized Banquet Hall

Sapporo Prince Hotel

面積

ディナー

シアター

スクール

Area

Dinner-style

Theater-style

Lecture-style

1,000 ㎡

600 名
(persons)

1,120 名

720 名
(persons)

1,000 ㎡

600 名
(persons)

1,120 名

(persons)

720 名
(persons)

151 ㎡

70 名
(persons)

170 名
(persons)

100 名
(persons)

(persons)

国際館パミール
International Convention Center Pamir
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箱根

Karuizawa

軽井沢プリンスホテル ウエスト
宴会場名
Venue

メイン
バンケットホール長野

1スパン利用
Using 1 section

Area

天井高

Ceiling height

540 ㎡
7.0/6.0 m

Main Banquet Hall Nagano

全スパン利用
Using the entire space

国際会議場 浅間

1スパン利用

International Conference
Hall Asama

Using 1 section

1,620 ㎡

Using the entire space

宴会場 千曲

1スパン利用

Banquet Hall Chikuma

Using 1 section

162 ㎡

Using the entire space

にれの木ホール
Nire No Ki Hall

小会議室 白樺
Small Meeting Room Shirakaba

ブッフェ

シアター

Theater-style

Lecture-style

200 名

300 名

500 名

300 名

(persons)

(persons)

(persons)

(persons)

720 名

1,000 名

2,000 名

810 名

(persons)

60 名

(persons)

150 名

(persons)

(persons)

(persons)

974 ㎡

400 名
(persons)

500 名
(persons)

1,000 名

(persons)

500 名
(persons)

136 ㎡

45 名
(persons)

50 名
(persons)

140 名
(persons)

63 名
(persons)

200 名
(persons)

250 名
(persons)

400 名
(persons)

210 名
(persons)

40 名
(persons)

̶

80 名
(persons)

42 名
(persons)

126 ㎡

2.9 m
2.8 m

天井高

Area

本館

国際会議場 相模

Main Building

International Conference Hall Sagami

Ceiling height

シアター

スクール

Theater-style

Lecture-style

285 ㎡

4.9 m

250 名 (persons)

120 名 (persons)

ミーティング Meeting-style

軽井沢プリンスホテル ウエスト
メインバンケットホール長野

軽井沢プリンスホテル ウエスト
メインバンケットホール長野

軽井沢プリンスホテル ウエスト
国際会議場 浅間

Karuizawa Prince Hotel West
Main Banquet Hall Nagano

Karuizawa Prince Hotel West
Main Banquet Hall Nagano

Karuizawa Prince Hotel West
International Conference Hall Asama

Main Banquet Hall Suruga

232 ㎡

2.7 m

140 名 (persons)

80 名 (persons)

別館

バンケットルーム 武蔵

Annex Building

Banquet Room Musashi

433 ㎡

7.9 m

350 名 (persons)

210 名 (persons)

60 名

(persons)

90 ㎡

面積

Venue

主宴会場 駿河

(persons)

408 ㎡

The Prince Hakone Lake Ashinoko

宴会場名

スクール

Buffet-style

50 名

5.3 m
全スパン利用

ディナー

Dinner-style

(persons)

5.5 m
全スパン利用

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖

Karuizawa Prince Hotel West

面積

Hakone

36 名
(persons)

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖

国際会議場 相模

箱根仙石原プリンスホテル 主宴会場

龍宮殿 大広間 鳳凰の間

箱根湯の花プリンスホテル 宴会場 大広間

Hakone Sengokuhara Prince Hotel
Main Banquet Hall

Ryuguden
Main Banquet Hall Ho-O-no-Ma

Hakone Yunohana Prince Hotel
Main Banquet Hall O-Hiroma

Sapporo

宴会場名
Venue

6階 大宴会場
6th floor Large Banquet Hall
軽井沢プリンスホテル ウエスト
小会議室 白樺

Karuizawa Prince Hotel West
Banquet Hall Chikuma

Karuizawa Prince Hotel West
Nire No Ki Hall

Karuizawa Prince Hotel West
Small Meeting Room Shirakaba

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖 バンケットルーム 武蔵
The Prince Hakone Lake Ashinoko
Banquet Room Musashi

札幌プリンスホテル

軽井沢プリンスホテル ウエスト
にれの木ホール

主宴会場 駿河

The Prince Hakone Lake Ashinoko
Main Banquet Hall Suruga

札幌

軽井沢プリンスホテル ウエスト
宴会場 千曲

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖

The Prince Hakone Lake Ashinoko
International Conference Hall Sagami

3階 大宴会場
3rd floor Large Banquet Hall

5階 中宴会場
5th floor Medium-sized Banquet Hall

Sapporo Prince Hotel

面積

ディナー

シアター

スクール

Area

Dinner-style

Theater-style

Lecture-style

1,000 ㎡

600 名
(persons)

1,120 名

720 名
(persons)

1,000 ㎡

600 名
(persons)

1,120 名

(persons)

720 名
(persons)

151 ㎡

70 名
(persons)

170 名
(persons)

100 名
(persons)

(persons)

国際館パミール
International Convention Center Pamir
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カレンダー
ＭＩＣＥを検討する際には、
「どんな場所で、
どんな内容を実施するか」はとても重要ですが、
同様に
「いつ実施するか」もまた非常に重要です。
ビジネスの課題を効率よく解決するために、最適な時期を選び、
最適なプリンスホテルズ＆リゾーツを選んで、あなたの会社のＭＩＣＥを実施しませんか。

4月

eeting

ncentive

6月

5月

7月

8月

9月

●入社式

●新入社員研修

●株主総会

●ビジネスセミナー

●CSR･環境研修

●キックオフ
ミーティング

●チームビルディング

●OB・OG総会

●代理店研修

●ビジネスキャンプ

●理事会・総会

●春季シンポジウム

●活力アップ
パーティー

●ビジネス
ミーティング
●内定式

●役員研修など
階層別研修
●株主招待企画

●ビジネスチーム
発足会

●キャリアアップ
研修

10月

●リゾートで感動体験

●上期表彰式

11月

12月

●CSRレポート会議
（ステークホルダー
ミーティング）

●ビジネス視察会

1月

●ビジネス
ミーティング

●新年交流会

3月

2月
●会社説明会

●キックオフ
ミーティング

●忘年慰労会

●優秀社員表彰会

●ビジネス
カンファレンス

●ビジネス
カンファレンス

●BCP
カンファレンス

●秋季シンポジウム

●アウトドアフェア

●株主・顧客優待
イベント

●サマースポーツ
イベント

●秋の新製品
発表会

●ファッション
ショー

●国際会議

●ビジネス
ミーティング
●株主総会

●ビジネス招待会

●親睦ゴルフ大会

●ビジネス
カンファレンス

All Season
●プロジェクト会議
●戦略ミーティング
●全国営業会議
●投資セミナー
●決算説明会

●ビジネストレンド
シンポジウム

●ビジネス
カンファレンス

●ニューイヤー
スポーツ
カンファレンス

●マラソン関連
イベント

●永年勤続祝賀会

●創立記念パーティー

●期末謝恩会

●周年行事

●ＩＲフェア

●各種学会
●国際会議

onvention

xhibition
vent

●大規模展示会
関連会合

●ウインター
スポーツイベント

プリンスホテルの「全館貸切プラン」でさらに効果アップ
プリンスホテルズ＆リゾーツの一部の施設では、時期に
よって
「貸切プラン」
のサービスも提供しています。
自分た
ちだけの時間と空間がチームビルディングに最適な環境
を創出し、
より効果的なMICEの実現につながります。

●新製品発表会
●復興支援イベント
●殊勲催事・祝賀会
●店外催事

●春の新製品発表会

「貸切プラン」
をご利用いただけるプリンスホテル

プリンスホテルの全館貸切プラン 実施例
［ 代理店オーナーインセンティブ ］

［ フォーラム ］

軽井沢 浅間プリンスホテル

嬬恋プリンスホテル

アトラクションとして、
隣接する軽井沢 浅間ゴルフ
コースの18番ホールに向かって、ホテル中庭
より9 0ヤードのワン
オンチャレンジ を 実
施。リゾートならでは
のコミュニケーション
が生まれます。

ホテル全館貸切のメリットを生かして、セミナー
後の懇親会の時間までレストランやホテル中庭
にてカクテルタイムが
実施可能。隣接する嬬
恋高原ゴルフ場利用
でアフターコンベン
ションも充実します。

■スケジュール（120名さま利用）

■スケジュール（180名さま利用）

講師によるセミナー →カクテルタイム →
アトラクション → 懇親会 → 二次会

全体セミナー → 分科セミナー →
懇親会 → 二次会

■使用会場

上信越

東京から新幹線で約1時間
光と緑に満ちたプライベートスペース

上信越

ゆっくり流れる時間を楽しむ
静寂の高原リゾート

上信越

充実の施設で
快適なリゾートステイを

箱根

箱根の自然に溶け込む
クラシカルなくつろぎ空間

伊豆

伝統と格式が薫り立つ
クラシックホテル

軽井沢 浅間プリンスホテル

嬬恋プリンスホテル

苗場プリンスホテル 6号館

箱根仙石原プリンスホテル

川奈ホテル

東 京から新 幹 線で約１時 間 。軽 井 沢の
高台から雄大な浅間山を望む、光と緑に

ゆっくり流れる時間を楽しむ静寂の高原
リゾート。18ホールの嬬恋高原ゴルフ場

四季を通じて大自然を満喫できる苗場
で快適なリゾートステイが楽しめるホテ

四季折々に移ろう箱根の大自然に佇むク
ラシカルなくつろぎのホテル。スペイン製

温暖な気候に恵まれた景勝地、伊豆半
島の東海岸に佇む、伝統と格式が薫り立

満ちたリゾートホテル。周辺には軽井沢 が隣接し、
リフレッシュに最適な温泉露
浅 間ゴルフコースや軽 井 沢 7 2ゴルフ、 天風呂も。地元の新鮮な高原野菜を使用
軽井沢・プリンスショッピングプラザなど したお料理もお楽しみいただけます。
アフターMICE施設も充実。

ル。特に夏は避暑地として知られ、涼やか
で快適な気候がMICEの成果を高めま
す。規模や目的に合わせて柔軟に会場を
お選びいただけます。

の家具調度品やゆったりとレイアウトさ
れた客室、湯量豊富な温泉など、緑に囲
まれ た 充 実 の 施 設 で 快 適 なリゾート
MICEをサポート。

つクラシックホテル。
ワンランク上の上質
で洗練された環境とサービスで、お客さ
まのご希望を超えるサポートを提供いた
します。

■客室：80室
■最大宿泊人員：160名

■客室：556室
■最大宿泊人員：1,223名

■客室：100室
■最大宿泊人員：200名

■客室：100室
■最大宿泊人員：203名

■使用会場

ダイニングルーム ＋ ホテル中庭 ＋ ラウンジ

宴会場 ＋ 宴会場分割使用 ＋ レストラン

（翌日、軽井沢72ゴルフにてゴルフコンペ開催）

■客室：112室
■最大宿泊人員：434名

全国のプリンスホテルズ＆リゾーツ
北海道・東北
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◎札幌プリンスホテル
〒060-8615 北海道札幌市中央区南2条西11丁目
TEL : 011-241-1111
◎屈斜路プリンスホテル
〒088-3395 北海道川上郡弟子屈町屈斜路温泉
TEL : 015-484-2111
◎釧路プリンスホテル
〒085-8581 北海道釧路市幸町 7-1
TEL : 0154-31-1111
◎富良野プリンスホテル
〒076-0034 北海道富良野市北の峰町 18-6
TEL : 0167-23-4111
◎新富良野プリンスホテル
〒076-8511 北海道富良野市中御料
TEL : 0167-22-1111
◎函館大沼プリンスホテル
〒041-1392 北海道亀田郡七飯町西大沼温泉
TEL : 0138-67-1111

上信越
◎十和田プリンスホテル
〒018-5511 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖西湖畔
TEL : 0176-75 -3111
◎雫石プリンスホテル
〒020-0593 岩手県岩手郡雫石町高倉温泉
TEL : 019 -693 -1111

◎苗場プリンスホテル
〒949-6292 新潟県南魚沼郡湯沢町三国
TEL : 025-789-2211
◎ザ・プリンス ヴィラ軽井沢
〒389-0193 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢
TEL : 0267-42-1113
◎ザ･プリンス 軽井沢
〒389-0193 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢
TEL : 0267-42-1112
◎軽井沢プリンスホテル イースト
〒389-0193 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢
TEL : 0267-42-1111
◎軽井沢プリンスホテル ウエスト
〒389-0193 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢
TEL : 0267-42-1111
◎軽井沢 浅間プリンスホテル
〒389-0113 長野県北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢
TEL : 0267-48-0001

東京・横浜・埼玉
◎嬬恋プリンスホテル
〒377-1594 群馬県吾妻郡嬬恋村嬬恋高原
TEL : 0279 -97- 4111
◎万座プリンスホテル
〒377-1595 群馬県吾妻郡嬬恋村万座温泉
TEL : 0279-97-1111
◎万座高原ホテル
〒377-1595 群馬県吾妻郡嬬恋村万座温泉
TEL : 0279-97-1111
◎志賀高原プリンスホテル
〒381-0497 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原焼額山
TEL : 0269 -34-3111

◎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
TEL : 03-5400-1111
◎ザ・プリンス さくらタワー東京
〒108-8612 東京都港区高輪 3-13-1
TEL : 03-5798-1111
◎グランドプリンスホテル高輪
〒108-8612 東京都港区高輪 3-13-1
TEL : 03-3447-1111
◎グランドプリンスホテル新高輪
〒108-8612 東京都港区高輪 3-13-1
TEL : 03-3442-1111
◎東京プリンスホテル
〒105-8560 東京都港区芝公園 3-3-1
TEL : 03-3432-1111
◎品川プリンスホテル
〒108-8611 東京都港区高輪 4-10-30
TEL：03-3440 -1111

箱根・湘南・伊豆・東海
◎新宿プリンスホテル
〒160-8487 東京都新宿区歌舞伎町 1-30-1
TEL : 03-3205-1111
◎サンシャインシティプリンスホテル
〒170-8440 東京都豊島区東池袋 3-1-5
TEL : 03-3988-1111
◎新横浜プリンスホテル
〒222-8533 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-4
TEL : 045-471-1111
◎川越プリンスホテル
〒350 -8501 埼玉県川越市新富町 1-22
TEL : 049-227-1111

◎ザ・プリンス 箱根芦ノ湖
〒250-0592 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根 144
TEL : 0460-83 -1111
◎龍宮殿
〒250-0522 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根 139
TEL : 0460-83 -1121
◎箱根湯の花プリンスホテル
〒250-0523 神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯 93
TEL : 0460-83 -5111
◎箱根仙石原プリンスホテル
〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 1246
TEL : 0460-84 -6111
◎大磯プリンスホテル
〒259-0193 神奈川県中郡大磯町国府本郷 546
TEL : 0463-61-1111
◎鎌倉プリンスホテル
〒248-0025 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東 1-2-18
TEL : 0467-32 -1111

◎下田プリンスホテル
〒415-8525 静岡県下田市白浜 1547-1
TEL : 0558-22 -2111
◎三養荘
〒410-2204 静岡県伊豆の国市ままの上 270
TEL : 055-947-1111
◎川奈ホテル
〒414 -0044 静岡県伊東市川奈 1459
TEL : 0557-45-1111

近畿・広島・九州
◎びわ湖大津プリンスホテル（2016年4月1日、
大津プリンスホテルより名称変更）
〒520-8520 滋賀県大津市におの浜 4-7-7
TEL : 077-521-1111
◎グランドプリンスホテル京都
〒606-8505 京都府京都市左京区宝ヶ池
TEL : 075-712-1111
◎グランドプリンスホテル広島
〒734-8543 広島県広島市南区元宇品町 23-1
TEL : 082-256-1111
◎日南海岸 南郷プリンスホテル
〒889-3204 宮崎県日南市南郷町城浦
TEL : 0987-64 -2111
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カレンダー
ＭＩＣＥを検討する際には、
「どんな場所で、
どんな内容を実施するか」はとても重要ですが、
同様に
「いつ実施するか」もまた非常に重要です。
ビジネスの課題を効率よく解決するために、最適な時期を選び、
最適なプリンスホテルズ＆リゾーツを選んで、あなたの会社のＭＩＣＥを実施しませんか。
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ncentive

6月

5月

7月

8月

9月

●入社式

●新入社員研修

●株主総会

●ビジネスセミナー

●CSR･環境研修

●キックオフ
ミーティング

●チームビルディング

●OB・OG総会

●代理店研修

●ビジネスキャンプ

●理事会・総会

●春季シンポジウム

●活力アップ
パーティー

●ビジネス
ミーティング
●内定式

●役員研修など
階層別研修
●株主招待企画

●ビジネスチーム
発足会

●キャリアアップ
研修

10月

●リゾートで感動体験

●上期表彰式

11月

12月

●CSRレポート会議
（ステークホルダー
ミーティング）

●ビジネス視察会

1月

●ビジネス
ミーティング

●新年交流会

3月

2月
●会社説明会

●キックオフ
ミーティング

●忘年慰労会

●優秀社員表彰会

●ビジネス
カンファレンス

●ビジネス
カンファレンス

●BCP
カンファレンス

●秋季シンポジウム

●アウトドアフェア

●株主・顧客優待
イベント

●サマースポーツ
イベント

●秋の新製品
発表会

●ファッション
ショー

●国際会議

●ビジネス
ミーティング
●株主総会

●ビジネス招待会

●親睦ゴルフ大会

●ビジネス
カンファレンス

All Season
●プロジェクト会議
●戦略ミーティング
●全国営業会議
●投資セミナー
●決算説明会

●ビジネストレンド
シンポジウム

●ビジネス
カンファレンス

●ニューイヤー
スポーツ
カンファレンス

●マラソン関連
イベント

●永年勤続祝賀会

●創立記念パーティー

●期末謝恩会

●周年行事

●ＩＲフェア

●各種学会
●国際会議

onvention

xhibition
vent

●大規模展示会
関連会合

●ウインター
スポーツイベント

プリンスホテルの「全館貸切プラン」でさらに効果アップ
プリンスホテルズ＆リゾーツの一部の施設では、時期に
よって
「貸切プラン」
のサービスも提供しています。
自分た
ちだけの時間と空間がチームビルディングに最適な環境
を創出し、
より効果的なMICEの実現につながります。

●新製品発表会
●復興支援イベント
●殊勲催事・祝賀会
●店外催事

●春の新製品発表会

「貸切プラン」
をご利用いただけるプリンスホテル

プリンスホテルの全館貸切プラン 実施例
［ 代理店オーナーインセンティブ ］

［ フォーラム ］

軽井沢 浅間プリンスホテル

嬬恋プリンスホテル

アトラクションとして、
隣接する軽井沢 浅間ゴルフ
コースの18番ホールに向かって、ホテル中庭
より9 0ヤードのワン
オンチャレンジ を 実
施。リゾートならでは
のコミュニケーション
が生まれます。

ホテル全館貸切のメリットを生かして、セミナー
後の懇親会の時間までレストランやホテル中庭
にてカクテルタイムが
実施可能。隣接する嬬
恋高原ゴルフ場利用
でアフターコンベン
ションも充実します。

■スケジュール（120名さま利用）

■スケジュール（180名さま利用）

講師によるセミナー →カクテルタイム →
アトラクション → 懇親会 → 二次会

全体セミナー → 分科セミナー →
懇親会 → 二次会

■使用会場

上信越

東京から新幹線で約1時間
光と緑に満ちたプライベートスペース

上信越

ゆっくり流れる時間を楽しむ
静寂の高原リゾート

上信越

充実の施設で
快適なリゾートステイを

箱根

箱根の自然に溶け込む
クラシカルなくつろぎ空間

伊豆

伝統と格式が薫り立つ
クラシックホテル

軽井沢 浅間プリンスホテル

嬬恋プリンスホテル

苗場プリンスホテル 6号館

箱根仙石原プリンスホテル

川奈ホテル

東 京から新 幹 線で約１時 間 。軽 井 沢の
高台から雄大な浅間山を望む、光と緑に

ゆっくり流れる時間を楽しむ静寂の高原
リゾート。18ホールの嬬恋高原ゴルフ場

四季を通じて大自然を満喫できる苗場
で快適なリゾートステイが楽しめるホテ

四季折々に移ろう箱根の大自然に佇むク
ラシカルなくつろぎのホテル。スペイン製

温暖な気候に恵まれた景勝地、伊豆半
島の東海岸に佇む、伝統と格式が薫り立

満ちたリゾートホテル。周辺には軽井沢 が隣接し、
リフレッシュに最適な温泉露
浅 間ゴルフコースや軽 井 沢 7 2ゴルフ、 天風呂も。地元の新鮮な高原野菜を使用
軽井沢・プリンスショッピングプラザなど したお料理もお楽しみいただけます。
アフターMICE施設も充実。

ル。特に夏は避暑地として知られ、涼やか
で快適な気候がMICEの成果を高めま
す。規模や目的に合わせて柔軟に会場を
お選びいただけます。

の家具調度品やゆったりとレイアウトさ
れた客室、湯量豊富な温泉など、緑に囲
まれ た 充 実 の 施 設 で 快 適 なリゾート
MICEをサポート。

つクラシックホテル。
ワンランク上の上質
で洗練された環境とサービスで、お客さ
まのご希望を超えるサポートを提供いた
します。

■客室：80室
■最大宿泊人員：160名

■客室：556室
■最大宿泊人員：1,223名

■客室：100室
■最大宿泊人員：200名

■客室：100室
■最大宿泊人員：203名

■使用会場

ダイニングルーム ＋ ホテル中庭 ＋ ラウンジ

宴会場 ＋ 宴会場分割使用 ＋ レストラン

（翌日、軽井沢72ゴルフにてゴルフコンペ開催）

■客室：112室
■最大宿泊人員：434名

全国のプリンスホテルズ＆リゾーツ
北海道・東北
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◎札幌プリンスホテル
〒060-8615 北海道札幌市中央区南2条西11丁目
TEL : 011-241-1111
◎屈斜路プリンスホテル
〒088-3395 北海道川上郡弟子屈町屈斜路温泉
TEL : 015-484-2111
◎釧路プリンスホテル
〒085-8581 北海道釧路市幸町 7-1
TEL : 0154-31-1111
◎富良野プリンスホテル
〒076-0034 北海道富良野市北の峰町 18-6
TEL : 0167-23-4111
◎新富良野プリンスホテル
〒076-8511 北海道富良野市中御料
TEL : 0167-22-1111
◎函館大沼プリンスホテル
〒041-1392 北海道亀田郡七飯町西大沼温泉
TEL : 0138-67-1111

上信越
◎十和田プリンスホテル
〒018-5511 秋田県鹿角郡小坂町十和田湖西湖畔
TEL : 0176-75 -3111
◎雫石プリンスホテル
〒020-0593 岩手県岩手郡雫石町高倉温泉
TEL : 019 -693 -1111

◎苗場プリンスホテル
〒949-6292 新潟県南魚沼郡湯沢町三国
TEL : 025-789-2211
◎ザ・プリンス ヴィラ軽井沢
〒389-0193 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢
TEL : 0267-42-1113
◎ザ･プリンス 軽井沢
〒389-0193 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢
TEL : 0267-42-1112
◎軽井沢プリンスホテル イースト
〒389-0193 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢
TEL : 0267-42-1111
◎軽井沢プリンスホテル ウエスト
〒389-0193 長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢
TEL : 0267-42-1111
◎軽井沢 浅間プリンスホテル
〒389-0113 長野県北佐久郡軽井沢町発地南軽井沢
TEL : 0267-48-0001

東京・横浜・埼玉
◎嬬恋プリンスホテル
〒377-1594 群馬県吾妻郡嬬恋村嬬恋高原
TEL : 0279 -97- 4111
◎万座プリンスホテル
〒377-1595 群馬県吾妻郡嬬恋村万座温泉
TEL : 0279-97-1111
◎万座高原ホテル
〒377-1595 群馬県吾妻郡嬬恋村万座温泉
TEL : 0279-97-1111
◎志賀高原プリンスホテル
〒381-0497 長野県下高井郡山ノ内町志賀高原焼額山
TEL : 0269 -34-3111

◎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
TEL : 03-5400-1111
◎ザ・プリンス さくらタワー東京
〒108-8612 東京都港区高輪 3-13-1
TEL : 03-5798-1111
◎グランドプリンスホテル高輪
〒108-8612 東京都港区高輪 3-13-1
TEL : 03-3447-1111
◎グランドプリンスホテル新高輪
〒108-8612 東京都港区高輪 3-13-1
TEL : 03-3442-1111
◎東京プリンスホテル
〒105-8560 東京都港区芝公園 3-3-1
TEL : 03-3432-1111
◎品川プリンスホテル
〒108-8611 東京都港区高輪 4-10-30
TEL：03-3440 -1111

箱根・湘南・伊豆・東海
◎新宿プリンスホテル
〒160-8487 東京都新宿区歌舞伎町 1-30-1
TEL : 03-3205-1111
◎サンシャインシティプリンスホテル
〒170-8440 東京都豊島区東池袋 3-1-5
TEL : 03-3988-1111
◎新横浜プリンスホテル
〒222-8533 神奈川県横浜市港北区新横浜 3-4
TEL : 045-471-1111
◎川越プリンスホテル
〒350 -8501 埼玉県川越市新富町 1-22
TEL : 049-227-1111

◎ザ・プリンス 箱根芦ノ湖
〒250-0592 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根 144
TEL : 0460-83 -1111
◎龍宮殿
〒250-0522 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根 139
TEL : 0460-83 -1121
◎箱根湯の花プリンスホテル
〒250-0523 神奈川県足柄下郡箱根町芦之湯 93
TEL : 0460-83 -5111
◎箱根仙石原プリンスホテル
〒250-0631 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原 1246
TEL : 0460-84 -6111
◎大磯プリンスホテル
〒259-0193 神奈川県中郡大磯町国府本郷 546
TEL : 0463-61-1111
◎鎌倉プリンスホテル
〒248-0025 神奈川県鎌倉市七里ガ浜東 1-2-18
TEL : 0467-32 -1111

◎下田プリンスホテル
〒415-8525 静岡県下田市白浜 1547-1
TEL : 0558-22 -2111
◎三養荘
〒410-2204 静岡県伊豆の国市ままの上 270
TEL : 055-947-1111
◎川奈ホテル
〒414 -0044 静岡県伊東市川奈 1459
TEL : 0557-45-1111

近畿・広島・九州
◎びわ湖大津プリンスホテル（2016年4月1日、
大津プリンスホテルより名称変更）
〒520-8520 滋賀県大津市におの浜 4-7-7
TEL : 077-521-1111
◎グランドプリンスホテル京都
〒606-8505 京都府京都市左京区宝ヶ池
TEL : 075-712-1111
◎グランドプリンスホテル広島
〒734-8543 広島県広島市南区元宇品町 23-1
TEL : 082-256-1111
◎日南海岸 南郷プリンスホテル
〒889-3204 宮崎県日南市南郷町城浦
TEL : 0987-64 -2111
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M ICEに関するお問合せは、
ICE に関するお問合せは、こちら
More information about MICE

プリンスMICE

検索

www.princehotels.co.jp/mice/

