
2021 年 5 月 13 日 

株式会社西武ホールディングス 

株式担当 

「プリンスホテルズ&リゾーツ 無料ペア宿泊券(1 泊)」 

でご利用になれる部屋タイプと除外日について(2021 年 5 月発送分) 

 

 「プリンスホテルズ&リゾーツ 無料ペア宿泊券（1 泊）」(2021 年 5 月発送分)のご宿泊

対象施設について、ご利用になれる部屋タイプと除外日について、別紙のとおりご案内い

たします。ご予約の際は別紙ご確認の上、「プリンスホテルズ&リゾーツ 無料ペア宿泊券

（1 泊）」裏面に記載の番号までお電話ください。 

 なお、新型コロナウイルス感染症等の影響により、別紙に記載の除外日でない日に営業

を休止する場合がございます。 

以上 



【別紙】 

・「プリンスホテルズ&リゾーツ 無料ペア宿泊券(1 泊)」1 枚でご利用になれる施設 

施設名 部屋タイプ 除外日 備考 
札幌プリンスホテル スタンダードツイン 7/28～8/9  
釧路プリンスホテル スタンダードツイン 無し  
屈斜路プリンスホテル 東館ツインルーム B 7/22~7/24、8/7～8/15、9/18、19、

11/14～11/30 
入湯税別 

富良野プリンスホテル クローズ中   
新富良野プリンスホテル ツインルーム 11/1～11/30  
函館大沼プリンスホテル モデレートツイン 7/22～24、10/31～11/30 入湯税別 
十和田プリンスホテル レイクサイドツイン 7/22～24、8/1～15、21、28、 

9/18、19、10/9～11/6 
入湯税別 

雫石プリンスホテル スタンダードツイン 7/22～7/24、8/3～8/8、13、14、28 、
9/18～9/19 

入湯税別 

苗場プリンスホテル 4 号館ツイン A（喫煙・
禁煙） 
※4 号館休業日は、ご利

用日に営業している
号館の客室にて手配
いたします。 

6/20～6/28、8/2、3、11～25、 
10/9～10/30 

入湯税別 
 

軽井沢プリンスホテル 
イースト 
 

イーストフォレスト 
ツイン 

7/22～24、8/7～15、21、28、 
9/18～19 

全室禁煙、入湯税別 



【別紙】 

施設名 部屋タイプ 除外日 備考 
軽井沢プリンスホテル 

ウエスト 
ウエストツインルーム 7/22～24、8/7～15、21、28、 

9/18～19 
全室禁煙、入湯税別 

軽井沢浅間プリンスホテル ツインルーム 7/22～24、8/7～15、21、28、 
9/18～19、 

全室禁煙 入湯税別 

嬬恋プリンスホテル モデレートツイン 
浅間山サイド 

4/1～7/16、22～24、8/7～15、 
9/18、19、11/23～30 

入湯税別 

万座プリンスホテル 本館ファミリールーム 5/10～21、7/22～24、8/7～15、 
9/18～19、11/22～30 

入湯税別 

万座高原ホテル こまくさ館 7/22～24、8/7～15、9/18、19、 
11/22～30 

入湯税別 

東京プリンスホテル デラックスツイン 7/22～31,8/1～9,14,15,18、19,   
品川プリンスホテル メインタワー 

高層階ツイン 
7/17、18、22～31、 
8/1～8、14、15、23～31、 
9/1～5、10/9、10、16、23 

 

新宿プリンスホテル ツインルーム A 7/22～8／8 全室禁煙 
サンシャインシティ 

プリンスホテル 
パノラマフロア 

ツインルームＢ、 
パノラマフロア 

ダブルルーム 

7/23～8／8 全室禁煙 

川越プリンスホテル ツインルーム C 
ダブルルーム B 
 

7/22～24、8/7、8、10/9、10  



【別紙】 

施設名 部屋タイプ 除外日 備考 
新横浜プリンスホテル ツインルーム 

(16.9 ㎡・21.4 ㎡)、 
ダブルルーム、 
スカイビュー 

ダブルルーム、 
スカイビュー 

ツインルーム 

7/22～8/2、8/7  

箱根湯の花プリンスホテル 和室 12 畳＋広縁 4 畳 8/7～21、休前日 入湯税別 
箱根仙石原プリンスホテル Kodachi スーペリア、

Hikari スーペリア 
土曜日、5/1-5/4、7/22-23、7/30、 
8 月全日、9/19、9/23-24、11/21-22 

入湯税別 

大磯プリンスホテル オーシャンビュー 
ツイン 

2021/6/30～2021/8/31、 
休前日・イベント開催日・休館日 

全室禁煙 

鎌倉プリンスホテル ツインルームＢ 休前日、2021/7/22～8/15 全室禁煙 
下田プリンスホテル ツインルーム A 7/3、10、17、18、 

7/24～8/29・休館日 
全室禁煙、入湯税別 

名古屋プリンスホテル 
スカイタワー 

スカイツインルーム 6/19、26、7/17、22～24・31、 
8/7～15、21、9/4、11、18、19、 
10/2、9、10、16、11/20、27 

全室禁煙 

びわ湖大津プリンスホテル スカイフロアツイン、
ダブルルーム 
   （21～32F） 
 

7/17、18、8/6～15、9/18～25、 
10/9、10、29、 
11/6、13、20～23、27 

 



【別紙】 

施設名 部屋タイプ 除外日 備考 
日南海岸 

南郷プリンスホテル 
ツインルーム 7/21～7/24、8/7～8/14  

ホテル 
シーパラダイスイン 

ツインルーム 
ファミリールーム 

【2021 年】 
5 月 1 日～4 日、8 月 7 日～14 日、 
8 月 21 日、28 日 

ファミリールームは４ベッドとなります。 

中国割烹旅館 掬水亭 くつろぎ和モダンルー
ム A、B、C タイプ、 
12 畳和室 

なし 最大 5 名さままで可、3 人目以降（和室利
用時は全員）はベッドではなくお布団です。
料金はお問合せください。 

 
  



【別紙】 

・「プリンスホテルズ&リゾーツ 無料ペア宿泊券(1 泊)」2 枚でご利用になれる施設 

施設名 部屋タイプ 除外日 備考 
ザ・プリンス 軽井沢 ガーデンツインルーム 7/22～24、8/7～15、21、28、 

9/18、19 
入湯税別 

ザ・プリンス パークタワー東京 デラックスツインルーム 7/22～31、8/1～9,14,15, 
9/18、19, 

 

ザ・プリンス さくらタワー東京 デラックスルーム・ツイン、 
デラックスルーム・キング 

7/17、18、22～31、 
8/1～8、14、15、23～31、 
9/1～5、10/9、10、16、23 

全室禁煙 

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖 本館レイクビューツインルーム 7/22～24、8/7～22、9/18、19 入湯税別 
ザ・プリンス 京都宝ヶ池 デラックスツイン なし 全室禁煙・宿泊税別 
川奈ホテル オーシャンビュー 

スーペリアツイン 
オーシャンビュー 

スーペリアカルテット 

7/22～24、31、  
9/18、19 

全室禁煙、入湯税別 
・3 名 1 室の場合は 1 名、エキス
トラベットまたはトランドルベ
ッド対応、宿泊券の他に追加料金
￥9,000 をいただきます 

グランドプリンスホテル高輪 デラックスツイン、 
デラックスキング 

7/17、18、22～31、 
8/1～8、14、15、23～31 
9/1～5、10/9、10、16、23 

全室禁煙 

グランドプリンスホテル新高輪 スーペリアモダンツイン、 
スーペリアモダンキング 

7/17、18、22～31、 
8/1～8、14、15、23～31 
9/1～5、10/9、10、16、23 

 



【別紙】 

施設名 部屋タイプ 除外日 備考 
グランドプリンスホテル広島 プレミアムリゾートフロア「風」

ラグジュアリージャパニーズ・ビ
ューバス付 
プレミアムリゾートフロア「波」 
ラグジュアリー・ビューバス付 

8/4、5、7、8、13、14、10/1 全室禁煙 

プリンス バケーション クラブ
軽井沢浅間 

ツインルーム 7/22～24、8/7～15、21、28、 
9/18～19、 

全室禁煙  
温泉利用時は別途料金 

 
  



【別紙】 

・「プリンスホテルズ&リゾーツ 無料ペア宿泊券(1 泊)」4 枚でご利用になれる施設 （*表示の施設はスイートルーム） 

施設名 部屋タイプ 除外日 備考 
ザ・プリンスギャラリー  

東京紀尾井町 
デラックスキング、 
デラックスツイン 

7/22～8/9 全室禁煙 

ザ・プリンス ヴィラ軽井沢 テラスタイプ 7/22～24、8/7～15、21、28、9/18～19 2 泊より承ります 
入湯税別 

高輪 花香路 和室 B、C、D 7/17、18、22～31、8/1～8、14、15、 
23～31 
9/1～5、10/9、10、16、23 

全室禁煙 

プリンス バケーション クラブ 
ヴィラ軽井沢浅間 

 

ヴィラ棟 7/22～24、8/7～15、21、28、9/18～19、 全室禁煙  
温泉利用時は別途料金 

プリンス バケーション クラブ 
            三養荘 

プリンス バケーション
クラブ 三養荘  
スタンダード客室 
 

土曜・休前日および 8/7～15 入湯税別 
食事はお食事処 

*ザ・プリンス 軽井沢 エグゼクティブ 
スイートルーム 
 

7/22～24、8/7～15、21、28、9/18～19、 入湯税別 

*ザ・プリンス パークタワー東京 
 
 

プリンススイートルーム 7/22～31、8/1～9,14,15, 
9/18～19 

 



【別紙】 

施設名 部屋タイプ 除外日 備考 
*ザ・プリンス さくらタワー東京 サウスサイド 

ジュニアスイート 
（ツイン、キング）、 

ジュニアスイート 
（ツイン、キング） 
 
 

7/17、18、22～31、 
8/1～8、14、15、23～31 
9/1～5、10/9、10、16、23 

全室禁煙 

*ザ・プリンス 箱根芦ノ湖 本館スイートルーム 
 

7/22～24、8/7～22、、9/18～19 入湯税別 

*ザ・プリンス 京都宝ヶ池 デラックススイート 
 

なし 全室禁煙 宿泊税別 

*グランドプリンスホテル高輪 クラブスイート 
（ツイン、キング）、 

グランドスイート、 
プリンセススイート 
 
 

7/17、18、22～31、8/1～8、14、15、23
～31 
9/1～5、10/9、10、16、23 

全室禁煙 

*グランドプリンスホテル新高輪 クラブスイート、 
エグゼクティブクラブ 

スイート 

7/17、18、22～31、8/1～8、14、15、23
～31 
9/1～5、10/9、10、16、23 
 
 

 



【別紙】 

施設名 部屋タイプ 除外日 備考 
*グランドプリンスホテル広島 プリンスクラブフロア 

スイートルーム 
プレミアムリゾートフロ
ア「風」 スイートルー
ム 
プレミアムリゾートフロ
ア「波」 スイートルーム 

8/4～5、7～8、13～14、10/1 全室禁煙 

以上 


