
ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町

WASHOKU 蒼天 SOUTEN

東京

TEL.03-3234-1136

伝統の味をコンテンポラリーなテイス
トで提供する、新しい「WASHOKU」レ
ストラン。

●個室料金を50%OFF

優待特典

受付時間：10:00～17:30
東京都千代田区紀尾井町1-2  35階
個室利用可能人数：2～4名様（小個室）
　　　　　　　　  5～8名様（大個室）

プリンスホテル「Amex カード会員様限定プラン」

密を避けて利用できるホテルレストランの個室は、ビジネスシーンでの会食に最適。

今ならカード会員様限定でプリンスホテルのレストラン個室で優待特典をご用意しています。

この機会にぜひご利用ください。

プリンスホテル「Amex カード会員様限定プラン」対象レストラン

2021年9月30日（木）のご利用まで ※休業日、特別催事期間、貸切営業日を除く。期間

※ご予約時にアメリカン・エキスプレスのカードでお支払
いの旨、お申し付けください。指定のタイミングでお申し
出のない場合、特典をご利用いただけないことがござい
ますのでご注意ください。

※本特典は、アメリカン・エキスプレスのカードでお支払い
いただいた場合にご利用いただけます。

※他の特典とは併用いただけません。

カード会員様ご自身でレストランに直接お電話で
お申し込みください。

ご利用方法

ザ・プリンス パークタワー東京

天ぷら  天芝
東京

TEL.03-5400-1170
受付時間：10:00～18:00
東京都港区芝公園4-8-1 地下1階
個室利用可能人数：4～6名様

カウンタースタイルの個室で、揚げた
ての天ぷらをお楽しみください。

●乾杯ドリンク（グラススパークリングワイン）サービス
   または、個室料金を50％OFF

優待特典

ザ・プリンス パークタワー東京

寿司  濱芝
東京

TEL.03-5400-1170
受付時間：10:00～18:00
東京都港区芝公園4-8-1 地下1階
個室利用可能人数：2～6名様

滝が見える空間でゆっくりとくつろぎ
ながら、にぎり寿司をご堪能ください。

●乾杯ドリンク（グラススパークリングワイン）サービス
   または、個室料金を50％OFF

優待特典

ザ・プリンス パークタワー東京

中国料理  陽明殿
東京

TEL.03-5400-1170
受付時間：10:00～18:00
東京都港区芝公園4-8-1 地下1階
個室利用可能人数：2～15名様

3つの個室は間仕切りを開ければ、最大
15名様の会食が可能です。

優待特典

●乾杯ドリンク（グラススパークリングワイン）サービス  または、
   6名様以上でご利用の場合、個室料を優待価格
   5,500円でご用意（通常2部屋11,000円、3部屋16,500円）

ザ・プリンス パークタワー東京

日本料理  芝桜
東京

TEL.03-5400-1170
受付時間：10:00～18:00
東京都港区芝公園4-8-1 地下1階
個室利用可能人数：4～16名様

大切なおもてなしに最適な個室、大広
間にて季節の懐石料理をお楽しみくだ
さい。

●乾杯ドリンク（グラススパークリングワイン）サービス
   または、個室料金を50％OFF

優待特典



プリンスホテル「Amex カード会員様限定プラン」対象レストラン

グランドプリンスホテル高輪

フランス料理 ル・トリアノン
東京

TEL.03-3447-1139
受付時間：10:00～18:00
東京都港区高輪3-13-1 1階
除外日：6/10～13
個室利用可能人数：4～14名様

代々継承されてきた伝統の味を、現代
風にアレンジした本格フランス料理。

●個室料金を50％OFF  または、
   グラススパークリングワインサービス

優待特典

グランドプリンスホテル新高輪

中国料理  古稀殿
東京

TEL.03-3447-1139
受付時間：10:00～18:00
東京都港区高輪3-13-1 レストラン棟 地下2階
除外日：6/10～13
個室利用可能人数：6～36名様

伝統的な広東料理を、古稀殿スタイル
でお楽しみいただけます。

●個室料金を50％OFF  または、
   グラススパークリングワインサービス

優待特典

東京プリンスホテル

和食  清水
東京

TEL.03-3432-1 140
受付時間：10:00～18:00
東京都港区芝公園3-3-1 1階
個室利用可能人数：2～4名様

プライベート空間で季節を彩る食材を
ご堪能いただけます。

●乾杯ドリンク（グラスシャンパン）サービス

優待特典

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
東京

TEL.03-3447-1139
受付時間：10:00～18:00
東京都港区高輪3-13-1 日本庭園内
除外日：6/10～13
個室利用可能人数：4～14名様

銘柄牛や新鮮な魚介類を臨場感あふ
れる鉄板焼でお楽しみいただけます。

●個室料金を50％OFF  または、
   グラススパークリングワインサービス

優待特典

グランドプリンスホテル新高輪

和食  清水
東京

TEL.03-3447-1139
受付時間：10:00～18:00
東京都港区高輪3-13-1 1階
除外日：6/10～13
個室利用可能人数：2～12名様

新懐石料理や江戸前寿司、串焼きなど
のメニューを取り揃えております。

●個室料金を50％OFF  または、
   グラススパークリングワインサービス

優待特典

グランドプリンスホテル高輪

天婦羅  若竹
東京

TEL.03-3447-1139
受付時間：10:00～18:00
東京都港区高輪3-13-1 1階
除外日：6/10～13
個室利用可能人数：4～10名様

揚げたての旬の素材を味わう、至福の
ひとときをお楽しみいただけます。

●個室料金を50％OFF  または、
   グラススパークリングワインサービス

優待特典

ザ・プリンス パークタワー東京

スカイラウンジ ステラガーデン
東京

TEL.03-5400-1170
受付時間：10:00～18:00
東京都港区芝公園4-8-1 33階
個室利用可能人数：プラン利用は2～10名様

40種以上の豊富なフリーフロードリン
クをソファーシートでゆったりとお楽し
みいただけます。

●乾杯ドリンク（グラススパークリングワイン）サービス
   または、個室料金（22,000円）を50％OFF

優待特典

ザ・プリンス パークタワー東京

レストラン ブリーズヴェール
東京

TEL.03-5400-1170
受付時間：10:00～18:00
東京都港区芝公園4-8-1 33階
個室利用可能人数：2～6名様

ホテル最上階のレストラン　厳選した
食材を活かしたお料理をバラエティー
豊かなワインと共にお楽しみください。

●乾杯ドリンク（グラススパークリングワイン）サービス

優待特典

※パーテーションの半個室です。



プリンスホテル「Amex カード会員様限定プラン」対象レストラン

品川プリンスホテル

DINING & BAR TABLE 9 TOKYO

東京

TEL.03-5421-1 1 14
受付時間：10:00～18:00
東京都港区高輪4-10-30  メインタワー39階
個室利用可能人数：4～28名様

店舗面積が約2,000平米、天井高は約8m
あり、ワンフロア全てが1つのレストラン
という、ほかにはないシチュエーション。

●ミニマムチャージ（180,000円～200,000円）
  を無料

優待特典

品川プリンスホテル

中国料理  品川大飯店
東京

TEL.03-5421-1 1 14
受付時間：10:00～18:00
東京都港区高輪4-10-30 メインタワー4階
個室利用可能人数：6～60名様

ジャンルにとらわれない中国料理のレス
トラン。ア・ラ・カルトからコース料理まで
豊富なメニューをお楽しみいただけます。

●乾杯ドリンク（グラススパークリングワイン）サービス
●6名様以上のご利用で個室料金（5,000円）
   を50％OFF

優待特典

新宿プリンスホテル

パーティースペース ガーネット
東京

TEL.03-3205-1124
受付時間：10:00～17:00
東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 地下1階
個室利用可能人数：10～30名様

落ち着いた雰囲気の中でご会食やパー
ティーなど大切なひとときを。小人数での
会議、会食などにもご利用いただけます。

●パーティープラン通常料金より5％OFF

優待特典

品川プリンスホテル

味街道  五十三次
東京

TEL.03-5421-1 1 14
受付時間：10:00～18:00
東京都港区高輪4-10-30 メインタワー38階
個室利用可能人数：6～60名様

7つの和食専門店と8つの個室がある日本
食レストラン。東京の景色だけでなく、晴れ
た日には富士山や甲府方面まで望めます。

●8名様以上のご予約で
  個室料金（7,000円）を50％OFF

優待特典

新宿プリンスホテル

和風ダイニング＆バー FUGA（風雅）

東京

TEL.03-3205-1124
受付時間：10:00～17:00
東京都新宿区歌舞伎町1-30-1 25階
個室利用可能人数：4～8名様　

コンセプトは「東京GOHAN」。素材を
活かし、和をベースとしたコンテンポ
ラリーなレストラン&バー。

●風雅コースご利用でワインボトル1本
   プレゼント

優待特典

鎌倉プリンスホテル

レストラン ル・トリアノン
神奈川

TEL.0467-32-1 1 1 1
受付時間：10:00～21:00
神奈川県鎌倉市七里ガ浜東1-2-18 2階
個室利用可能人数：6名～16名様

窓一面に広がる海を眺めながら、旬の
食材や地元の食材などを使用したフラ
ンス料理をお楽しみください。

●個室料金（5,500円）を50%OFF  または、
   乾杯ドリンク（グラススパークリングワイン）サービス

優待特典

東京プリンスホテル

中国料理  満楼日園
東京

TEL.03-3432-1 140
受付時間：10:00～18:00
東京都港区芝公園3-3-1 1階
個室利用可能人数：2～12名様

伝統の味を落ち着いた雰囲気でご堪
能いただけます。

●乾杯ドリンク（グラスシャンパン）サービス

優待特典

名古屋プリンスホテル スカイタワー

Sky Dining 天空
愛知

TEL.052-756-3102
受付時間：9:00～18:00
愛知県名古屋市中村区平池町4-60-12 31階
個室利用可能人数：4～10名様

地上140mからの眺望とともに色彩豊か
なコース料理をお楽しみいただけます。

●個室料金（10,000円）を50％OFF

優待特典


