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◎本件

地名地名地名地名
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歴史、文化、リフレッシュをテーマに定期体験プログラム歴史、文化、リフレッシュをテーマに定期体験プログラム歴史、文化、リフレッシュをテーマに定期体験プログラム歴史、文化、リフレッシュをテーマに定期体験プログラム

「「「「Gallery ExperienceGallery ExperienceGallery ExperienceGallery Experience

◎本件に関する報道各位からのお問合せは

ザ・プリンスギャラリー

TEL: 03-3234

URL： http://www.princehotels.co.jp/kioicho/

地名の由来から歴史に触

地名地名地名地名にちなんだにちなんだにちなんだにちなんだ

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町（所在地：東京都千代田区紀尾井町
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関する報道各位からのお問合せは
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当ホテルが立地する紀尾井町は、日本の政治経済の中心地でありながら由緒ある歴史や史跡、自然が残る貴重な  

ロケーションで、国内外から多くのお客さまをお迎えしております。特にマリオット・インターナショナルのラグジュアリー

コレクションに加盟する当ホテルでは、欧米を中心に訪日外国人旅行者の中長期滞在のさらなる増加が見込まれる中、 

当ホテルならではの記憶に残るディープな時間を提供し、リピーター需要も視野に旅行者の意欲へ訴求いたします。 
    

【商 品 名】 Gallery Experience ～Destination Discovery～  *要予約 

【提供期間】 2018 年 4 月 16 日（月）より 

【提供場所】 ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町 各所 

【対   象】 ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町にご宿泊のお客さま 

【お客さまからのお問合せ】 ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町 コンシェルジュ係 

TEL: 03-3234-1111 （受付時間 8:30A.M.～8:00P.M.） 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
  
1. 紀尾井町の歴史文化を知るプログラム「Kioi Experience」 

紀尾井町の地名は、紀州徳川家、尾張徳川家、彦根井伊家の各大名家に 

由来し、「弁慶濠」や「江戸城外赤坂御門跡」などの史跡に隣接します。 

日本酒を通して地名の由来の歴史に触れる「Local Sake Tasting」のほか、 

宮家の閑静な邸宅地だったこの地を象徴する昭和初期の「赤坂プリンス 

クラシックハウス」を見学するツアーをご用意し、紀尾井町ならではの 

ディープな体験を提供いたします。 
  

2. 日本滞在を体感する食とアートのプログラム「Japan Experience」 

   訪日外国人のお客さまに、実際に日本文化に触れていただく機会を提供 

いたします。ホテルの寿司職人による、目にも鮮やかな巻き寿司アートや 

握り寿司を見学するコースや、古くから手遊びとして親しまれ、アートとして 

鑑賞もできる折り紙を、ホテルスタッフがレクチャーいたします。 
  

3. 滞在中のリフレッシュを提供する「Activity」 

  滞在中の心身のリフレッシュを提供するプログラムをご用意いたします。 

  季節のお香とともに日本の四季を感じていただくスパトリートメントや、 

  皇居や赤坂御用地周辺のジョギングルートを案内する MAP をお渡しし、 

  自然豊かな景観の中でのリフレッシュをご提案いたします。 
  
※上記料金には、消費税が含まれております。 別途サービス料を頂戴いたします。 
  （Japanese Traditional Spa Treatment は消費税、サービス料が含まれております） 
※内容が変更になる場合がございます。あらかじめご了承ください。 
※定員を設けているプログラムもございます。詳しくはお問合せください。 
※特定原材料７品目食物アレルギー（えび、かに、小麦、そば、卵、乳、落花生）がございましたら、係へお申し付けください。 

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町 宿泊者向け体験プログラム 

「Gallery Experience 〜Destination Discovery〜」概要 

テーマ プログラム名 内容 開催日 曜日 時間 料⾦

Kioi

Experience

Local Sake Tasting

ホテルの⽴地する紀尾井町の地名の由来となった

紀伊徳川・尾張徳川、彦根井伊の三家にちなんだ

日本酒を飲み比べ体験。

毎週 木 2,500円

Akasaka Prince Classic

House History Tour

昭和初期建築の「赤坂プリンス クラシックハウス」を

歴史を交えながらご案内するツアー。
毎週 火 10:00A.M.〜10:30A.M. 無料

5:00P.M.〜5:30P.M.

Japan

Experience

Sushi Art Class
ホテルの寿司職人による太巻きの寿司アートや握り

の実演をご覧いただきます。
第2・4 水 3,000円

Origami
鶴や季節のものをモチーフとした折り紙をホテル

スタッフと一緒に体験。
毎週 日 3:00P.M.〜3:30P.M. 無料

4:30P.M.〜5:00P.M.

無料

Activity

Japanese

Traditional

Spa　Treatment

⾦箔を散りばめた⽇本酒のフットバスや、

季節のお香を焚きながら受けるボディケアで

日本の四季を体感いただきながらリフレッシュ。

毎日
10:00A.M.〜10:00P.M.

の営業時間中90分間

Jogging
ホテルオリジナルジョギングMAPで自然や史跡が残る

皇居周辺のランニングルートをご案内。
随時

25,000円


