プリンスホテルスペシャル～館内利用券付きプラン～
「館内利用券」のご案内
〈ご利用上の注意〉

●館内利用券はホテルチェックイン時にお渡しいたします。
●館内利用券は発行されたご宿泊ホテル内のご利用可能店舗内でのみご利用いただけます。
●施設のご利用時間・営業時間・定休日等は変更になる場合があります。施設の営業状況等、最新情報はお客さまご自身でご確認をお願いいたします。
●他の割引サービスとの併用はできません。
●館内利用券をご利用の際、お釣銭のお返しはいたしませんので額面以上にてご利用ください。
●お客さまのご都合によりご利用にならなかった場合の払い戻しはいたしません。
●館内利用券は現金とのお引き換えはできません。紛失時の再発行、未使用時の払い戻し・換金はいたしません。
●館内利用券は他人に貸与・譲渡することはできません。
●破損・汚れ等はげしい場合はご使用できないこともございますので、取り扱いにはご注意ください。
●本ページのご提示では、ご利用いただけません。
●事前にご予約が必要な店舗もございますので、チェックイン時にご確認ください。
「館内利用券」利用可能店舗
対象ホテル

店舗名

All-Day Dining OASIS GARDEN

営業時間

7:00A.M.～10:00P.M. (L.O. コース料理 9:00P.M.、アラカルト 9:30P.M.)
※朝食はアメリカンブレックファストおよび和朝食をご提供いたします。
月・火曜日 営業を休止いたします。
水～金曜日 5:00P.M.～10:00P.M. (L.O. コース料理 9:00P.M.、アラカルト 9:30P.M.)

WASHOKU 蒼天

土曜日 11:30A.M.~3:00P.M.（L.O. 2:30P.M.）

【ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町】

5:00P.M.~10:00P.M. (L.O. コース料理 9:00P.M.、アラカルト 9:30P.M.)

※営業状況は変更になる場合がございます。

休日 11:30A.M.~3:00P.M.（L.O. 2:30P.M.）

詳しくはホテルトップページ「お知らせ」を

月～木曜日 5:00P.M.～11:00P.M. (L.O. 料理、ドリンク 10:30P.M.)

ご覧ください。

Sky Gallery Lounge Levita

金曜日 5:00P.M.～2:00A.M. (L.O. 料理、ドリンク 1:00A.M.)
土曜日 3:00P.M.～2:00A.M. (L.O. 料理、ドリンク 1:00A.M.)
休日 3:00P.M.～9:00P.M. (L.O. 料理、ドリンク 8:30P.M.）

The Bar illumiid

予約制（10 名さまからのご予約制、3 日前までの予約受付）

THE SHOP at KIOI

9:00A.M.～9:00P.M.

インルームダイニング

6:00A.M.～11:00P.M. （L.O. 10:30P.M.）
【朝食】7:00A.M.~10:30A.M.(L.O.10:00A.M.)

レストラン ブリーズヴェール（33F）

【ラ ン チ】12:00NOON~2:30P.M.(L.O.2:00P.M.)
【ディナー 】 5:30P.M.~10:00P.M.
(L.O.9:30P.M. ※コースL.O.9:00P.M.)※臨時休業は祝日を除く月・火曜日
【朝食】7:00A.M.~10:30P.M.（L.O.10:00A.M.)
【ランチ】11:30A.M.～5:00P.M.

日本料理

芝桜（B1F）

【ディナー】5:00P.M.～10:00P.M.
(L.O.9:30P.M. ※コースL.O.9:00P.M.)
【ラ ン チ】＜土・休日限定＞11:30A.M.~3:00P.M.(L.O.2:30P.M.)

寿司

濵芝（B1F）

【ディナー 】5:00P.M.~10:00P.M.
(L.O.9:30P.M. ※コースL.O.9:00P.M.)※臨時休業は祝日を除く水・木曜日

【ザ・プリンス

パークタワー東京】

※営業状況は変更になる場合がございます。

【ラ ン チ】＜土・休日限定＞11:30A.M.~3:00P.M.(L.O.2:30P.M.)
天ぷら

天芝（B1F）

【ディナー 】5:00P.M.~10:00P.M.(L.O.9:30P.M. ※コースL.O.9:00P.M.)

詳しくはホテルトップページ「お知らせ」を

※臨時休業は祝日を除く月・火曜日

ご覧ください。

焼き鳥

【ディナー 】5:00P.M.~10:00P.M.(L.O.9:30P.M. ※コースL.O.9:00P.M.)

とり芝（B1F）

中国料理

※臨時休業は祝日を除く日・月・火曜日

陽明殿（B1F）

ステーキハウス

桂(B1F）

【ラ ン チ】11:30A.M.~3:00P.M.(L.O.2:30P.M.)
【ディ ナー】5:00P.M.~10:00P.M.(L.O.9:30P.M. ※コースL.O.9:00P.M.)※臨時休業は祝日を除く月曜日
【ラ ン チ】11:30A.M.～3:00P.M.(L.O.2:30P.M.）
【ディナー 】5:00P.M.~10:00P.M.(L.O.9:30P.M. ※コースL.O.9:00P.M.)※臨時休業は祝日を除く火・水曜日

ロビーラウンジ（1F）

10:00A.M.~6:00P.M.(L.O.5:30P.M.)

スカイラウンジ ステラガーデン

5:00P.M.~11:00P.M.(料理L.O.10:00P.M./ドリンクL.O.10:30P.M.)

メインバー

5:00P.M.~10:30P.M.(料理L.O.9:30P.M./L.O.10:00P.M.)

もくれん

THE SHOP at the Park（1F）

11:00A.M.~7:00P.M

ブーランジュリートーキョー（1F）

10:00A.M.~7:00P.M

インルームダイニング

6:00A.M.～11:00P.M.（ラストオーダー11：00P.M.)
朝食

【ザ・プリンス さくらタワー東京】
※営業状況は変更になる場合がございます。

リストランテ

カフェ

詳しくはホテルトップページ「お知らせ」を
ご覧ください。

チリエージョ

ランチ

7:00A.M.～ 10:00A.M.(L.O.10:00A.M.)
11:30A.M.～ 2:30P.M.（L.O. 2:30P.M.）

ティータイム 10:00A.M.～ 5:00P.M.
ディナー

5:00P.M.～ 9:30P.M.（L.O. 9:00P.M. ）

サウナ＆ブロアバス

7:00A.M.～11:00P.M.(最終受付10:00P.M.)

フィットネスジム

6:00A.M.～10:00P.M.(最終受付9:00P.M.)

ランチ

11:30A.M.～ 3:00P.M.（L.O. 2:30P.M.）

ディナー 5:00P.M.～ 9:30P.M.（L.O.9:00P.M. ）
鉄板焼 しゃぶしゃぶ ステーキハウス 桂

※ランチタイムは土・休日のみの営業とさせていただきます。
※ディナータイムは祝日を除く月曜日を定休日とさせていただきます。
※7月19日（火）より無休とさせていただきます。

【グランドプリンスホテル高輪】
※営業状況は変更になる場合がございます。

ラウンジ 光明

10:00A.M.～8:00P.M.（L.O.7:30P.M.）

詳しくはホテルトップページ「お知らせ」を
ご覧ください。

ランチ
フランス料理 ル・トリアノン

※8月31日までの設定

11:30A.M.～ 3:00P.M.（L.O. 2:30P.M.）

ディナー 5:30P.M.～ 9:30P.M.（L.O. 8:30P.M. ）
※土・休日のみの営業とさせていただきます
ランチ

11:30A.M.～ 3:00P.M.（L.O. 2:30P.M.）

ディナー 5:00P.M.～ 9:30P.M.（L.O.9:00P.M. ）

天婦羅 若竹

※祝日を除く水曜日は定休日とさせていただきます。
※7月19日（火）より無休とさせていただきます。
【朝

ブッフェダイニング ポルト

食】6:30A.M.～10:30A.M.（L.O.10:00A.M.)

【ラ ン チ】11:30A.M.～3:00P.M.（L.O.2:30P.M.）
【ディナー 】5:30P.M.～9:30P.M.（L.O.9:00P.M.）
【ラ ン チ】12:00NOON～3:00P.M.（L.O.2:30P.M.）

カフェ＆バー タワービューテラス

詳しくはホテルトップページ「お知らせ」を

3:00P.M.～5:00P.M.

【ディナー 】5:00P.M.～9:30P.M.（L.O.9:00P.M.）

【東京プリンスホテル】
※営業状況は変更になる場合がございます。

【ティー】

【ラ ン チ】11:30A.M.～3:00P.M.（L.O.2:30P.M.）
和食

【ディナー 】5:00P.M.～9:30P.M.（L.O.9:00P.M. ※コースL.O.8:30P.M.）

清水

※臨時休業は祝日を除く月・火曜日

ご覧ください。

【ラ ン チ】11:30A.M.～3:00P.M.（L.O.2:30P.M.）
中国料理

満楼日園(マロニエ)

【ディナー 】5:00P.M.～9:30P.M.（L.O.9:00P.M. ※コースL.O.8:30P.M.）
※臨時休業は祝日を除く水・木曜日

ティーサロン
バー

ピカケ

10:00A.M.～6:00P.M.（L.O.5:30P.M.）
【ディナー】5:00P.M.～11:00P.M.（L.O.10:30P.M.)

味街道

ウインザー

※臨時休業は祝日を除く(日・月・火曜日)
【ランチ】11:30A.M.～3:00P.M.(L.O.2:30P.M.)

五十三次

【ディナー】5:00P.M.～10:00P.M.(L.O.9:30P.M.)

コーヒーラウンジ

マウナケア

ブーランジュリーシナガワ

9:00A.M.～7:00P.M.(L.O.6:30P.M.)
9:00A.M.～7:00P.M.(L.O.6:30P.M.)
【ランチ】11:30A.M.～3:00P.M.(L.O.2:30P.M.)
【スイーツコース】12:30P.M.～5:00P.M.(FOOD L.O.4:00P.M.、DRINK L.O.4:30P.M.）

【品川プリンスホテル】

DINING＆BAR TABLE 9 TOKYO

【ディナー】5:30P.M.～10:00P.M.(FOOD L.O.9:00P.M.、DRINK L.O.9:30P.M.)
【バー】4:00P.M.～11:00P.M.（FOOD L.O.10:00P.M.、DRINK L.O.10:30P.M.)

※営業状況は変更になる場合がございます。

※休日は～10:00P.M.（FOOD L.O.9:00P.M.、DRINK L.O.9:30P.M.)

詳しくはホテルトップページ「お知らせ」を

【朝食】6:00A.M.～10:00A.M.

ご覧ください。

LUXE DINING HAPUNA

【ランチ】平日11:30A.M.～2:30P.M./土・休日11:30A.M.～3:00P.M.
【ディナー】平日・休日 5:00P.M.～９:30P.M./土曜日 5:00P.M.～10:00P.M

フードコート

品川キッチン

品川プリンスホテル

ボウリングセンター

月～木 11:30A.M.～7:00P.M./金 11:30A.M.～8:00P.M./土・休日 11:00A.M.～8:00P.M.(L.O.各30分前)
平日 11:00A.M.～9:00P.M./土曜11:00A.M.～8:00P.M./日祝11:00A.M.～7:00P.M.
※最終受付1時間前

高輪テニスセンター・高輪ゴルフセンター

詳細はフロントにてご確認ください。

T・ジョイPRINCE

上映スケジュールをご確認ください。

品川

マクセルアクアパーク品川

詳細はWEBサイトをご確認ください。
【昼食】11:30A.M.～2:30P.M.（L.O.2:00P.M.）

和風ダイニング＆バー FUGA（風雅）
【新宿プリンスホテル】

【喫茶】2:00P.M.～5:30P.M.（L.O.5:00P.M.)
【夕食】5:30P.M.～9:30P.M.(L.O.9:00P.M.)
【バー】6:00P.M.～11:00P.M.(L.O.10:30P.M.)※定休日：日曜日・祝日

※レストランの営業時間等は、

【朝食】6:30A.M.～10:00A.M.※和洋ブッフェ形式で営業いたします

状況により変わる可能性があります。
ブッフェダイニング

プリンスマルシェ

【昼食】11:30A.M.～3:00P.M.（L.O.2:30P.M.）※定休日：月曜日・火曜日（祝日を除く）
【夕食】5:00P.M.～9:30P.M.(L.O.9:00P.M.)※定休日：月曜日・火曜日（祝日を除く）

ザ・ステーション

カフェバー

10:00A.M.～9:00P.M.(L.O.8:30P.M.)
【朝食】6:30A.M.～10:00A.M.

カフェ＆ダイニング シェフズパレット

【ディナー】5:00P.M.～9:30P.M.(L.O.9:00P.M.)
【喫茶】10:00A.M.～9:30P.M.(L.O.9:00P.M.)

【サンシャインシティプリンスホテル】
※レストランの営業時間等は、
状況により変わる可能性があります。

【ランチ】11:00A.M.～2:00P.M.

中国料理 古稀殿

※9月からの設定
和食 むさし野
レイトチェックアウト

【ランチ】11:30A.M.～3:00P.M.(L.O.2:30P.M.)
【ディナー】5:30P.M.～9:30P.M.(L.O.9:00P.M.)
【ランチ】11:30A.M.～3:00P.M.(L.O.2:30P.M.)
【ディナー】5:30P.M.～9:30P.M.(L.O.9:00P.M.)
1室1時間につき1,000円
※事前にフロントへご連絡ください。

【朝
ブッフェダイニング ケッヘル

食】 6:30A.M. ～ 10:00A.M.

【ラ ン チ】11:30A.M. ～ 3:00P.M.(L.O. 2:30P.M.)
【ディナー】 5:00P.M. ～ 9:30P.M.(L.O.9:00P.M.)※月・火曜日はディナー営業を休止いたします。
【ラ ン チ】11:30A.M. ～ 3:00P.M.(L.O. 2:30P.M.)

日本料理 羽衣
【新横浜プリンスホテル】

【ディナー 日曜日】 5:00P.M. ～ 9:00P.M.(L.O.8:00P.M. )
※月曜日は、ランチ・ディナー営業休止いたします。

※レストランの営業時間等は、
状況により変わる可能性があります。

【ディナー 平日・土曜日】 5:00P.M. ～ 9:30P.M.(L.O.9:00P.M. 会席メニュー 8:30P.M.)

【ラ ン チ】11:30A.M. ～ 3:00 P.M.（L.O.2:30P.M.）
トップ オブ ヨコハマ 鉄板焼＆ダイニング

※土曜日・日曜日のみ営業いたします。(平日は2日前までのご予約制になります。)
【ディナー】 5:00P.M. ～ 9:30 P.M.（L.O.9:00P.M.

コースメニュー8:30P.M.）

【月～木曜日】 4:00P.M. ～ 10:00P.M.(L.O.フード9:00P.M.
トップ オブ ヨコハマ バーラウンジ

【金曜日】 4:00P.M. ～ 11:00P.M.(L.O.フード9:00P.M.
【土曜日】

セブン-イレブン

ドリンク9:30P.M.)

ドリンク10:30P.M.)

2:00P.M. ～ 11:00P.M.(L.O.フード9:00P.M.

ドリンク10:30P.M.)

24時間営業
【朝

食】 6:30A.M.～ 9:00A.M. ブッフェ

【ラ ン チ】11:30A.M. ～ 3:00P.M.(L.O.2:30P.M.)※7/1～14

月～金アラカルト、土・日曜日はブッフェ

※7/15以降はブッフェ営業
ブッフェレストランエトワール

【ディナー】 5:30P.M. ～ 9:00P.M.(L.O.8:30P.M.) ※7/1～14

月～金アラカルト、土・日曜日はブッフェ

※7/15以降は月・火アラカルト、金～日ブッフェ営業止
水・木曜日はランチ・ディナー営業休止いたします。
状況により内容が変更になる可能性がございます。

【川越プリンスホテル】
※レストランの営業時間等は、
状況により変わる可能性があります。

【ラ ン チ】12:00P.M. ～ 3:00P.M.（L.O.2:30P.M.）
中国料理

古稀殿

【ディナー】 5:30P.M. ～ 9:00P.M.（L.O.8:30P.M.）
※月・火曜日はランチ・ディナー営業を休止いたします。祝日は営業はいたします。

和食

むさし野

営業休止

ロビーラウンジ

営業休止

メインバー

金曜日・土曜日のみ営業

ウインザー

売店
ハプナ
宮の森珈琲

24時間
【ランチ】11:30A.M.～2:30P.M.(L.O.料理2:00P.M.、お飲みもの2:15P.M.）
【ディナー】※土日祝日のみ営業

5:30P.M.～9:30P.M.（ラストオーダー 9:00P.M.）

7:30A.M.～6:00P.M.（L.O.5:30P.M.）※朝食提供時間

7:30A.M.～11:00A.M.

【ランチ】11:30A.M.～2:30P.M.（L.O.2:00P.M.）
中国料理「芙蓉城」
【ディナー】 5:30P.M.～9:30P.M.（L.O./コース料理…8:30P.M. アラカルト…9:00P.M）
【札幌プリンスホテル】
※レストランの営業時間等は、状況により

【朝
フランス料理「トリアノン」

食】7:00A.M.～10:00A.M.

【ディナー】5:30P.M.～10:00P.M.（L.O.9:00P.M.）
※ディナー営業は月曜日のみ営業休止させていただきます。

変わる可能性があります。
ステーキハウス桂

【ディナー】5:30P.M.～10:00P.M.（L.O.9:00P.M.）※祝日を除く火曜日の営業は休止となります。
〈火～土曜日〉【ディナー】5:30P.M.～10:00P.M.（L.O./料理…9:00P.M. 飲みもの…9:30P.M.）

スカイラウンジ トップオブプリンス
〈土・休日〉【ランチ】12:00NOON～5:00P.M.（L.O.4:30P.M.）
売店「道産市場」

営業時間：8:00A.M.～9:00P.M.

滞在中のご利用代（お部屋付け分）

アップグレード代、アーリーイン代、レイトアウト代、駐車場代、温泉代、発送代、マッサージ代など

スーベニアショップ（売店）

営業時間：7:00A.M.～11:00P.M.

ニングルテラス（各店舗）

営業時間：12:00NOON～8:45P.M. ※各店舗により営業時間が異なります。

富良野･ドラマ館
メインバンケットホール

営業時間： 9:15A.M. ～ 6:45P.M.
◆臨時定休日：毎週 月･火･水曜日（期間：2022年1月31日(月)より当面の期間）
時間： 6:30A.M.～10:00A.M.（ラストオーダー9:30A.M.）/
時間： 5:30P.M.～9:00P.M.（ラストオーダー8:30P.M.）

メインダイニングルーム

ディナー

時間：5:30P.M.～9:00P.M.(ラストオーダー8:30P.M.)

※営業日のみ

からまつ

ディナー

時間：5:30P.M.～9:00P.M.(ラストオーダー8:30P.M.)

※営業日のみ

◆提供時間：5:30P.M.～8:30P.M.(ラストオーダー7:30P.M.

ル・ゴロワ フラノ

◆定休日：毎週 月･火曜日

※定休日に営業する場合がございます。その場合は振り替え休業がございます。

◆7月：7/18(月)営業、7/20(水)･7/29(金)休業
◆8月：8/1(月)休業

炭焼処 きたぐに

【朝食】営業時間 7:00A.M.～10:00A.M.(ラストオーダー9:30A.M.)※完全予約制
【ディナー】営業時間 5:30P.M.～9:30P.M.(ラストオーダー8:30P.M.)

ラウンジ ・トップ オブ フラノ

ティータイム

Sho'ｓBAR

ディナー

リラクゼーション

営業時間：3:30P.M.～11:00P.M.

富良野ゴルフコース

【営業期間】2022年4月16日（土）～2022年11月6日（日）予定

時間：2:00P.M.～4:00P.M.(ラストオーダー3:45P.M.)

※営業日のみ

時間：7:00P.M.～12:00MID.（ラストオーダー12:00MID.）
その他：ご予約は3:30P.M.より受付いたします

【営業期間】A期間：2022年4月29日（金・祝）～2022年 6月30日（木）
2022年9月 1日（木）

風のガーデン

～2022年 9月19日（月・祝）

B期間：2022年7月 1日（金）

～2022年 8月31日（水）

C期間：2022年9月 1日（火）

～2022年10月10日（月・祝）

A期間：営業時間：8:00A.M.～17:00P.M.（最終受付16：30）
B期間：営業時間：6:30A.M.～17:00P.M.（最終受付16：30）
C期間：営業時間：8:00A.M.～16:00P.M.（最終受付15：30）
【営業期間】A期間：2022年4月29日（金・祝）～2022年5月8日（日）
2022年6月4日（土）～2022年7月10日（日）※土日のみ営業
B期間：2022年7月16日（土）～2022年8月31日（水）
【新富良野プリンスホテル】

ツリーアドベンチャー富良野

C期間：2022年9月3日（土）～2022年9月25日（日）※土日のみ営業

※レストランの営業時間等は、状況により変

A期間：営業時間：9:00A.M.～16:00P.M.（最終受付16：00）

わる可能性があります。

B期間：営業時間：9:00A.M.～16:30P.M.（最終受付16：30）
C期間：営業時間：9:00A.M.～15:30P.M.（最終受付15：30）
【営業期間】A期間：2022年 7月16日（土）～2022年 8月31日（水）

富良野ロープウェー

B期間：2022年10月 1日（土）～2022年 10月16日（日）
A期間：営業時間：8:00A.M.～16:00P.M.（最終受付16：20）
B期間：営業時間：7:00A.M.～15:00P.M.（最終受付15：20）
【営業期間】A期間：2022年6月4日（土）～2022年6月26日（日）※土日のみ営業
2022年7月1日（金）～2022年7月15日（金）
2022年9月3日（土）～2022年9月25日（日）※土日のみ営業

セグウェイ

2022年9月19日（月・祝）・ 2022年9月22日（木・祝）
B期間：2022年7月16日（土）～2022年8月31日（水）
A期間：営業時間：9:00A.M.～16:00P.M.（最終受付16：00）
B期間：営業時間：8:00A.M.～17:00P.M.（最終受付17：00）
【営業期間】A期間：2022年4月29日（金・祝）～2022年9月19日（月・祝）

パークゴルフ

B期間：2022年9月20日（火）～2022年10月16日（日）
A期間：営業時間：8:00A.M.～16:30P.M.（最終受付15：30）
B期間：営業時間：8:00A.M.～16:00P.M.（最終受付15：00）
【営業期間】A期間：2022年4月29日（金・祝）～2022年5月8日（日）
2022年6月1日（水）～2022年7月15日（金）
2022年8月22日（水）～2022年10月10日（月・祝）

熱気球

B期間：2022年7月16日（土）～2022年8月21日（日）
A期間：営業時間： 6:00A.M.～ 7:00A.M. 早朝フライト（最終受付 7:00）
B期間：営業時間： 6:00A.M.～ 7:00A.M. 早朝フライト（最終受付 7:00 ）
18:00P.M.～19:00P.M. 夕方フライト（最終受付 19:00）

レンタルスキー

スキーリフト券
紫彩の湯

富良野ゾーン：営業時間：8:30A.M.～16:30P.M.または日没
※スキー場の営業状況により営業期間が変わります。ご利用の際は事前にご確認ください。
富良野ゾーン：【営業期間】2021年11月20日（土）～2022年5月8日（日）予定
営業時間：9:00A.M.～16:00P.M.
6:00A.M.～9:30A.M.(最終受付)

1:00P.M.～11:30P.M.(最終受付)

新型コロナウィルスの影響により営業期間・時間の変更の可能性があります。

【朝食】6:30A.M.～9:30A.M.
【釧路プリンスホテル】

トップオブクシロ

【ディナー】5:30P.M.～9:00P.M.（L.O8:45P.M.）

※レストランの営業時間等は、状況により
変わる可能性があります。

【函館大沼プリンスホテル】

【ランチ】11:30A.M.～2:00P.M.

ロビーラウンジ摩周

10:00A.M.～5:00P.M.

コンビニエンスショップ

8:00A.M.～10:00A.M.／4:00P.M.～7:00P.M.

メインダイニング

【ディナー】5:45P.M.～9:00P.M.(L.O.8:30P.M.)

プリンスホール

【朝食】7:00A.M.～9:30A.M.(最終入場：9:00A.M.)

北海道カントリークラブ

日により変動

コンビニエンスショップ

8:00A.M.～9:00P.M

ブティック Shiz

9:00A.M.～5:00P.M. ※2:00P.M. ～ 3:00P.M.休憩 / 定休日：水曜日

プリンスショッピングプラザ(パン工房)

10:00A.M.～5:00P.M.定休日：水曜日

※トップスタート～ホールアウトまで
※季節により営業時間が異なる場合あり。
※季節により営業時間が異なる場合あり。

※季節により営業時間が異なる場合あり。

【朝食】7:00A.M.～9:30A.M.
レストラン

ルーペーニュ

【屈斜路プリンスホテル】

【ディナー】6:00P.M.～9:00P.M.
※営業時間は変更になる場合がございます。

売店

8:00A.M.～11:00A.M.、4:00P.M.～9:00P.M.
※営業時間は変更になる場合がございます。
完全予約制になります。ご予約の際に館内利用券ご利用の旨をお伝え下さい。
【ティータイム】10:00A.M.～7:00P.M.
※お一人さま館内利用券1,000円×1枚でホテルメイドケーキ＋コーヒーのセットご利用可

【沖縄プリンスホテル

All Day Dining Jinon（1F）

オーシャンビューぎのわん】

【ランチ】11:30A.M.～3:00P.M.(L.O.2:30P.M.)
※お一人さま館内利用券1,000×2枚でランチブッフェが＋1,000円でご利用可
【ディナー】5:30P.M.～9:30P.M.(L.O.9:00P.M.)
※お一人さま館内利用券1,000×2枚でディナーブッフェが＋2,000円でご利用可

SPA THE KUHORO PRINCE（2F）

14:00-22:30(L.O.21:00)

ショップ（1F）

8:00-20:00
【朝食】7:00～10:00

メインダイニング いと桜（1F）

【ランチ】12:00～15:00（14:30L.O.）
【ディナー】17:00～21:00（20:30L.O.）

中国料理 桃園（1F）

日本料理 宝ヶ池（1F）

ロビーラウンジ水の音（1F）
【ザ・プリンス京都宝ヶ池】
※営業内容・時間等は、状況により変更に
なる場合があります。

バーアスコット
インルームダイニング

【ランチ】12:00～15:00（14:30L.O.）
【ディナー】17:00～21:00（20:30L.O.）
【ランチ】12:00～15:00（14:30L.O.）
【ディナー】17:00～21:00（20:30L.O.）※月～木曜日は臨時休業いたします（休日除く）
11:00～18:00（17:30L.O.）※水・木曜日は臨時休業いたします（休日除く。休業日はメインダイニング いと桜に
て12:00~16:00まで喫茶営業をいたします。）
17:00～22:00（21:30L.O.）※水・木曜日は臨時休業いたします（休日除く）
【朝食】7:00～10:00
【昼・夕食】10:00～22:00

美容室

10:00～18:00（定休日：水曜日）

マッサージ

15:00～25:00

ミニバー

お部屋内ドリンク

スーベニアショップ（売店）

レイクビューダイニング ビオナ（ブッフェ）

【日曜～木曜】9:00～17:00
【金・土曜】9:00～20:00
ランチ：1部 11:30A.M.～1:00P.M. / 2部 1:30P.M.～3:00P.M.
ディナー：1部 5:30P.M.～7:00P.M. / 2部 7:30P.M.～9:00P.M.
営業時間 5:30P.M.～9:00P.M.（ラストオーダー

フランス料理 ボーセジュール

8:30P.M.）

※ランチタイムは当面の間、営業を休止させていただきます。
※営業日について：フェア・催事等でご利用いただけない日がございます。詳しくはお問合せください。

和食 清水（日本料理）

ランチ：11:30A.M.～3:00P.M.（ラストオーダー 2:30P.M.）
ディナー：5:30P.M.～9:00P.M.（ラストオーダー 8:30P.M.）
ランチ：11:30A.M.～3:00P.M.（ラストオーダー 2:30P.M.）

中国料理 李芳

ディナー：5:30P.M.～9:00P.M.（ラストオーダー 8:30P.M.）
※定休日：火曜日・水曜日（祝日は営業）

【びわ湖大津プリンスホテル】
スカイラウンジ トップオブオオツ
カフェ・ラウンジ・バー

営業時間 7:00P.M.～11:00P.M.（ラストオーダー [フード] 10:00P.M. / [ドリンク] 10:30P.M.）

ロビーラウンジ ポート ニオ

ランチ：9:30A.M.～6:30P.M.（ラストオーダー 6:00P.M.）

（カフェ・ラウンジ・バー）

※当面の間、10:30A.M.～5:30P.M.（ラストオーダー 5:00P.M.）に変更させていただきます。

コンビニエンスストア

営業時間 8:00A.M.～10:00P.M.

スーベニアショップ

営業時間 10:30A.M.～6:30P.M.

コンビニエンスショップ（１F）

日本料理

広島なだ万（２０F）

営業時間： 9:00A.M. ～ 9:00P.M.
※営業時間は変更になる場合がございます。

【ラ ン チ】11:30A.M.～2:30P.M. (L.O. 1:30P.M.)
【ディナー】 5:30P.M.～9:00P.M. (L.O. 8:00P.M.)
【ラ ン チ】

中国料理
【グランドプリンスホテル広島】

夏の平日ランチ
李芳（２１F）※月曜日・火曜日定休
夏の土休日ランチ

12:00NOON～3:00P.M.（L.O.2:30P.M.）7/1～9/2の平日限定

コース料理

11：30A.M.～3：00P.M.（L.O.2：30P.M.）7/2～9/4の土休日

ブッフェ料理90分制

※除外日あり

※レストラン・各施設の営業時間等は、
状況により変わる可能性があります。
ステーキ＆シーフード

ボストン（２２F）

トップオブヒロシマ（２３F）

広島温泉「瀬戸の湯」（３F）

【ラ ン チ】12:00NOON～3:00P.M.（L.O.2:30P.M.）※土休日11:30～
【ディナー】 5:30P.M.～９:30P.M. (L.O. 9:00P.M.)

【ラ ン チ】12:00NOON～3:00P.M.（L.O.2:30P.M.）ブッフェ料理90分制
【ディナー】 5:30P.M.～9:30P.M. (L.O. 9:00P.M.) ブッフェ料理90分制

【営業時間】6:00A.M.～12:00MID.（最終入場11:00P.M.

こども9:00P.M.）

※メンテナンス工事のため、8月17日(水)6:00A.M.～9月1日(木)12:00NOONまで営業休止となります。

