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the Park

「いい靴は素敵な場所へ連れて行ってくれる」という言葉をヒントに

パティシエがチョコレート細工でハイヒールの形に仕あげました。

使用し

お楽しみいただけます。自分へのご褒美として、また

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
*「THE SHOP at the Park

                   

                   
 

※上記料金には、消費税が含まれております。

※仕入状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。
※特定原材料

◎本件に関する報道各位からのお問合せは

ザ・プリンス

TEL:

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

ザ・プリンス パークタワー東京

に仕上げたハイヒール型のチョコレート「

the Park」（1F）にて

「いい靴は素敵な場所へ連れて行ってくれる」という言葉をヒントに

パティシエがチョコレート細工でハイヒールの形に仕あげました。

使用し、まわりにはフランボワーズ、ピスタチオ、柚子、プラリネのチョコレートボンボンを散りばめ、異なるテイストを

お楽しみいただけます。自分へのご褒美として、また

THE SHOP at the Park

                   

                   

※上記料金には、消費税が含まれております。

※仕入状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。
特定原材料 7 品目

ハイヒールハイヒールハイヒールハイヒール

◎本件に関する報道各位からのお問合せは

ザ・プリンス パークタワー東京

TEL: 03-5400

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

パークタワー東京

げたハイヒール型のチョコレート「

）にて 2018 年

「いい靴は素敵な場所へ連れて行ってくれる」という言葉をヒントに

パティシエがチョコレート細工でハイヒールの形に仕あげました。

、まわりにはフランボワーズ、ピスタチオ、柚子、プラリネのチョコレートボンボンを散りばめ、異なるテイストを

お楽しみいただけます。自分へのご褒美として、また

THE SHOP at the Park」・・・1

                   ブレンドコーヒー、プリンスホテルシェフソムリエが厳選したワインなど、オリジナル商品や総料理長が厳選

                   したフードアイテムなどを販売するギフトショップとして

※上記料金には、消費税が含まれております。

※仕入状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。
品目アレルギー

見た目の精巧さと素材に見た目の精巧さと素材に見た目の精巧さと素材に見た目の精巧さと素材に

ハイヒールハイヒールハイヒールハイヒール

◎本件に関する報道各位からのお問合せは

パークタワー東京

5400-1180（直通）

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

【商 品

【サ イ

【販売店舗

【料

【販売期間】

【営業時間】

【お客さまからのお問合せ】
 

自分へのご褒美や大切な人へのギフトに自分へのご褒美や大切な人へのギフトに自分へのご褒美や大切な人へのギフトに自分へのご褒美や大切な人へのギフトに

パークタワー東京（所在地：東京都港区

げたハイヒール型のチョコレート「

年 2 月 1 日（木

「いい靴は素敵な場所へ連れて行ってくれる」という言葉をヒントに

パティシエがチョコレート細工でハイヒールの形に仕あげました。

、まわりにはフランボワーズ、ピスタチオ、柚子、プラリネのチョコレートボンボンを散りばめ、異なるテイストを

お楽しみいただけます。自分へのご褒美として、また

1 粒から販売するチョコレートや、世界最高品質のコーヒーを追求する「ミカフェート」によるオリジナル

ブレンドコーヒー、プリンスホテルシェフソムリエが厳選したワインなど、オリジナル商品や総料理長が厳選

したフードアイテムなどを販売するギフトショップとして

※上記料金には、消費税が含まれております。

※仕入状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。
アレルギー（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）

見た目の精巧さと素材に見た目の精巧さと素材に見た目の精巧さと素材に見た目の精巧さと素材に

ハイヒールハイヒールハイヒールハイヒール型のチョコレート型のチョコレート型のチョコレート型のチョコレート
【【【【販売期間販売期間販売期間販売期間

◎本件に関する報道各位からのお問合せは

パークタワー東京 マーケティング戦略

（直通） FAX: 03

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

商 品 名】 「Dear Myself

サ イ ズ】 長さ 21

販売店舗】 THE SHOP at the Park

料 金】 \10,000

【販売期間】 2018 年

時間】 10:00A

【お客さまからのお問合せ】

自分へのご褒美や大切な人へのギフトに自分へのご褒美や大切な人へのギフトに自分へのご褒美や大切な人へのギフトに自分へのご褒美や大切な人へのギフトに

（所在地：東京都港区芝公園

げたハイヒール型のチョコレート「Dear Myself」を、昨年

日（木）から 14 日（

「いい靴は素敵な場所へ連れて行ってくれる」という言葉をヒントに

パティシエがチョコレート細工でハイヒールの形に仕あげました。

、まわりにはフランボワーズ、ピスタチオ、柚子、プラリネのチョコレートボンボンを散りばめ、異なるテイストを

お楽しみいただけます。自分へのご褒美として、また

粒から販売するチョコレートや、世界最高品質のコーヒーを追求する「ミカフェート」によるオリジナル

ブレンドコーヒー、プリンスホテルシェフソムリエが厳選したワインなど、オリジナル商品や総料理長が厳選

したフードアイテムなどを販売するギフトショップとして

※上記料金には、消費税が含まれております。  

※仕入状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。
（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）

ザ・プリンスザ・プリンスザ・プリンスザ・プリンス

見た目の精巧さと素材に見た目の精巧さと素材に見た目の精巧さと素材に見た目の精巧さと素材に

型のチョコレート型のチョコレート型のチョコレート型のチョコレート
販売期間販売期間販売期間販売期間】】】】    2017201720172017

◎本件に関する報道各位からのお問合せは 

マーケティング戦略/

-5400-1174 

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

Dear Myself」  

21cm、高さ 25

THE SHOP at the Park

,000 ※2 日前まで要予約

年 2 月 1 日（木

A.M.～8:00P.M.

【お客さまからのお問合せ】 TEL

自分へのご褒美や大切な人へのギフトに自分へのご褒美や大切な人へのギフトに自分へのご褒美や大切な人へのギフトに自分へのご褒美や大切な人へのギフトに

    

    

芝公園4-8-

Dear Myself」を、昨年 12

日（水）に販売いたします。

「いい靴は素敵な場所へ連れて行ってくれる」という言葉をヒントに

パティシエがチョコレート細工でハイヒールの形に仕あげました。

、まわりにはフランボワーズ、ピスタチオ、柚子、プラリネのチョコレートボンボンを散りばめ、異なるテイストを

お楽しみいただけます。自分へのご褒美として、また大切な人へのギフトとして

粒から販売するチョコレートや、世界最高品質のコーヒーを追求する「ミカフェート」によるオリジナル

ブレンドコーヒー、プリンスホテルシェフソムリエが厳選したワインなど、オリジナル商品や総料理長が厳選

したフードアイテムなどを販売するギフトショップとして

※仕入状況により、食材・メニューに変更がある場合がございます。 
（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）
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25cm 

THE SHOP at the Park （1F） *

日前まで要予約、個数限定

日（木）～14 日（水

.M. 

TEL 03-5400-1111

自分へのご褒美や大切な人へのギフトに自分へのご褒美や大切な人へのギフトに自分へのご褒美や大切な人へのギフトに自分へのご褒美や大切な人へのギフトに

1 総支配人：

12 月 1 日にオープンしたギフトショップ「

に販売いたします。 

「いい靴は素敵な場所へ連れて行ってくれる」という言葉をヒントに、シルエットとクロコダイルのような質感にこだわり、

パティシエがチョコレート細工でハイヒールの形に仕あげました。独特の風味を特徴とする

、まわりにはフランボワーズ、ピスタチオ、柚子、プラリネのチョコレートボンボンを散りばめ、異なるテイストを

大切な人へのギフトとして

粒から販売するチョコレートや、世界最高品質のコーヒーを追求する「ミカフェート」によるオリジナル

ブレンドコーヒー、プリンスホテルシェフソムリエが厳選したワインなど、オリジナル商品や総料理長が厳選

したフードアイテムなどを販売するギフトショップとして 2017

（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）がございましたら、あらかじめ係へ

パークタワー東京パークタワー東京パークタワー東京パークタワー東京    

見た目の精巧さと素材に見た目の精巧さと素材に見た目の精巧さと素材に見た目の精巧さと素材にこだわったこだわったこだわったこだわった
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自分へのご褒美や大切な人へのギフトに自分へのご褒美や大切な人へのギフトに自分へのご褒美や大切な人へのギフトに自分へのご褒美や大切な人へのギフトに    

総支配人：石川学）は、

日にオープンしたギフトショップ「

 

、シルエットとクロコダイルのような質感にこだわり、

風味を特徴とする

、まわりにはフランボワーズ、ピスタチオ、柚子、プラリネのチョコレートボンボンを散りばめ、異なるテイストを

大切な人へのギフトとして、おすすめの一品です。

粒から販売するチョコレートや、世界最高品質のコーヒーを追求する「ミカフェート」によるオリジナル

ブレンドコーヒー、プリンスホテルシェフソムリエが厳選したワインなど、オリジナル商品や総料理長が厳選

年 12 月 1 日にオープンいたしました。

がございましたら、あらかじめ係へ

こだわったこだわったこだわったこだわった    

バレンタイン限定バレンタイン限定バレンタイン限定バレンタイン限定
日（日（日（日（水水水水））））    

 

、素材と質感

日にオープンしたギフトショップ「

、シルエットとクロコダイルのような質感にこだわり、

風味を特徴とするスイス製のチョコレートを

、まわりにはフランボワーズ、ピスタチオ、柚子、プラリネのチョコレートボンボンを散りばめ、異なるテイストを

おすすめの一品です。

粒から販売するチョコレートや、世界最高品質のコーヒーを追求する「ミカフェート」によるオリジナル

ブレンドコーヒー、プリンスホテルシェフソムリエが厳選したワインなど、オリジナル商品や総料理長が厳選

日にオープンいたしました。

がございましたら、あらかじめ係へお申し出ください

    

バレンタイン限定バレンタイン限定バレンタイン限定バレンタイン限定販売販売販売販売

2018 年 1 月

質感にこだわり精巧

日にオープンしたギフトショップ「THE SHOP at 

、シルエットとクロコダイルのような質感にこだわり、

スイス製のチョコレートを

、まわりにはフランボワーズ、ピスタチオ、柚子、プラリネのチョコレートボンボンを散りばめ、異なるテイストを

おすすめの一品です。 

粒から販売するチョコレートや、世界最高品質のコーヒーを追求する「ミカフェート」によるオリジナル 

ブレンドコーヒー、プリンスホテルシェフソムリエが厳選したワインなど、オリジナル商品や総料理長が厳選

日にオープンいたしました。 
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ブレンドコーヒー、プリンスホテルシェフソムリエが厳選したワインなど、オリジナル商品や総料理長が厳選 


