
2021 年 8 月 25 日 

株式会社西武ホールディングス 

株式担当 

「株主さまご優待 レストラン特別優待券」（2021 年 5 月発送分） 

利用対象レストランの追加について 

 

 「株主さまご優待 レストラン特別優待券」（2021 年 5 月発送分）のお取り扱いについ

て、下表のとおり対象レストランが追加されましたのでご案内いたします。なお、追加後の

対象施設については、別紙をご確認ください。 

株主の皆さまのご利用をお待ちしております。 

 

・追加となるレストランについて 

ホテル レストラン名 営業期間 

グランドプリンスホテル 

新高輪 

TAKANAWA Forest Garden 2021 年 9 月 20 日（月）まで 

※「株主さまご優待 共通割引券」、「株主さまご優待 レストラン割引券」（10%OFF）も

ご利用いただけます。 

※営業内容の詳細については、公式 Web サイトをご確認ください。 

  

https://www.princehotels.co.jp/shintakanawa/forestgarden2021/


【別紙】 

「株主さまご優待 レストラン特別優待券」 

対象施設一覧 

 ホテル レストラン名 

北海道 札幌プリンスホテル フランス料理 トリアノン 

スカイラウンジ トップオブプリンス 

ステーキハウス 桂 

中国料理 芙蓉城 

ブッフェレストラン ハプナ 

屈斜路プリンスホテル  ルーペーニュ 

ラウンジ・ラ・グロリエット 

 

新富良野プリンスホテル メインダイニングルーム 

メインバンケットホール 

和食堂 からまつ 

ブッフェレストラン トップ オブ フラノ 

Soh’s BAR 

ル・ゴロワ フラノ 

きたぐに 

函館大沼プリンスホテル メインダイニングルーム 

ブッフェレストラン 

 

上信越 ザ・プリンス 軽井沢 ダイニングルーム ボーセジュール 

ライブラリーカフェ りんどう 

バー ウィンザー 

軽井沢プリンスホテル 

イースト 

All Day Dining Karuizawa Grill 

すき焼き しゃぶしゃぶ 鉄板焼 爽風 

 

軽井沢プリンスホテル 

ウエスト 

中国料理 桃李 

日本料理 からまつ 

ALL DAY DINING LOUNGE /BAR Primrose  

万座プリンスホテル メインダイニングルーム 

中国料理 錦 

和食堂 松風 

レストラン しゃくなげ 



 ホテル レストラン名 

嬬恋プリンスホテル ホテルレストラン 

クラブハウスストラン 

 

東京・横浜 ザ・プリンスギャラリー 

東京紀尾井町 

WASHOKU 蒼天 SOUTEN 

All-Day Dining OASIS GARDEN 

 

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 

スカイラウンジ ステラガーデン 

ロビーラウンジ 

中国料理 陽明殿 

日本料理 芝桜 

寿司 濱芝 

天ぷら 天芝 

焼き鳥 とり芝 

ステーキハウス 桂 

ザ・プリンス 

さくらタワー東京 

リストランテ カフェ チリエージョ 

 

 

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 

フランス料理 ル・トリアノン 

ラウンジ 光明 

天婦羅 若竹 

グランドプリンスホテル 

新高輪 

中国料理 古稀殿 

和食 清水 

Lounge Momiji 

メインバー あさま 

ブッフェ＆カフェ スロープサイドダイナーザクロ 

TAKANAWA Forest Garden(追加) 

 

東京プリンスホテル ブッフェダイニング ポルト 

カフェ＆バー タワービューテラス 

和食 清水 

中国料理 満楼日園 

ティーサロン ピカケ 

メインバー ウインザー 



 ホテル レストラン名 

品川プリンスホテル DINING & BAR TABLE９TOKYO 

リュクスダイニング ハプナ 

コーヒーラウンジ マウナケア 

中国料理 品川大飯店 

味街道 五十三次 

和ビストロ いちょう坂 

カレーショップ シェール 

新宿プリンスホテル 和風ダイニング&バー FUGA(風雅) 

サンシャインシティ 

プリンスホテル 

カフェ&ダイニング Chef’s Palette 

レストラン バイエルン 

和食 むさし野 

中国料理 古稀殿 

新横浜プリンスホテル ブッフェダイニング ケッヘル 

日本料理 羽衣 

トップオブヨコハマ 鉄板焼＆ダイニング 

トップオブヨコハマ バーラウンジ 

箱根 ザ・プリンス箱根芦ノ湖 メインダイニングルーム ル・トリアノン 

レイクサイドグリル ビオナ 

ラウンジ やまぼうし 

関西・広島 びわ湖大津 

プリンスホテル 

フランス料理 ボーセジュール 

レイクビューダイニング ビオナ 

和食 清水 

中国料理 李芳 

スカイラウンジ トップ オブ オオツ 

ロビーラウンジ ポートニオ 

レストラン レイクサイドガーデン（夏季限定）  

グランドプリンスホテル 

広島 

スカイラウンジ トップ オブ ヒロシマ 

ステーキ&シーフード ボストン 

中国料理 李芳 

ラウンジ モロキニ 

※ご予約の際は、「株主さまご優待 レストラン特別優待券」をご利用の旨、お申し付けく

ださい。 

※お会計の際は、必ず「株主さまご優待 レストラン特別割引券」をレストラン係員にお渡

しください。 

※個室料・宴会場・ご婚礼利用は対象外となります。 



※ほかのレストランクーポン券、宿泊プランなどのパッケージ、レストランウエディング、

ルームサービスなどのご利用は対象外とさせていただきます。 

※「株主さまご優待 共通割引券」との併用は可能です。なお、「株主さまご優待 レスト

ラン割引券」（10%OFF）および他の企画商品、優待券、割引券等との併用はできません。 

※「株主さまご優待 レストラン特別優待券」をご利用の場合、プリンスポイントは割引適

用後
．

の金額に対して付与されます。 

※レストランにより休業日、メンテナンスクローズ、営業内容の変更・休止等がございます。

また、新型コロナウイルス感染症等の影響により、集約営業等を行っている事業所もござ

います。ご利用の際は、各事業所に営業状況をお問合せください。 

  

  

  

  

  

 


