
１．日本全国２1施設の宴会場・会議室・客室を多種多様な用途でご利用いただけます

２．専用フロア、PCR検査もご用意 ３．練習場や控室として、会議室ほかスペースの
ご提案をいたします。

小宴会場・会議室

プリンスホテルズ＆リゾーツ
お問合せ TEL：０３－６７０９－3316／ 9:30A.M. ～ 5:00P.M.）

ご要望に沿った、安全・安心な環境の
ご提供をいたします。 ホール

音楽団体のご提案について
安全・安心なプリンスホテルでのコンサートやコンクール、
練習のご滞在、合宿をご提案いたします。
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安全・安心への取り込みについて

ポイント❶ ご滞在のご準備からご帰宅までトータルサポート

ポイント❷安全・安心な空間

ご滞在前

当社提携の
アルム社による
ご宿泊前の
PCR検査を
オプションでご提供
いたします。

ご宴席当日

団体様の専用フロア
をご用意いたします。

※ホテルスタッフ従業員
のPCR検査をご希望の
お客様はオプションで
承ります。
(お客様ご負担)

ご滞在中 ご滞在後

❶ご宿泊はシングルユースから可

❷ご宿泊、お食事会場は同一フロアは
PCR検査陰性のお客さまのみ

❷パブリックスペースも安全
(化粧室・ロビー)

※上記は、ホテルの空き状況により
異なります。営業スタッフ
へご相談ください。

✓飛沫防止対策の徹底

✓従業員の衛生体制

✓お客様の健康確認

✓清掃・消毒の推進

ご宿泊、お食事会場専用フロアーを
ご用意

安全対策を実施

実施後、事前希望で
PCR検査または
抗原検査キットをご
手配いたします。

-3-



-4-

プリンスホテル国内施設一覧

＜箱根・伊豆エリア＞
ザ・プリンス箱根芦ノ湖
箱根湯の花プリンスホテル
下田プリンスホテル

＜都内シティ、首都圏近郊エリア＞
品川プリンスホテル
新宿プリンスホテル
サンシャインシティプリンスホテル
新横浜プリンスホテル
大磯プリンスホテル

＜北海道エリア＞
札幌プリンスホテル
新富良野プリンスホテル
屈斜路プリンスホテル
釧路プリンスホテル
函館大沼プリンスホテル

＜東北エリア＞
雫石プリンスホテル

グランドプリンスホテル広島

びわ湖大津プリンスホテル

＜新潟、長野、群馬エリア＞
苗場プリンスホテル
万座・嬬恋地区
軽井沢プリンスホテル



【ホテル各施設情報】大会・合宿時の施設必要情報

新宿プリンスホテル 新横浜プリンスホテル ザ・プリンス箱根芦ノ湖 軽井沢プリンスホテル 大磯プリンスホテル

洗濯機 〇(全自動式)
〇（全自動・乾燥付）
※ウエストのみ

〇(全自動式)

洗剤 別売り 自動投入 別売り

乾燥機 〇 Ｘ 〇

脱水機 Ｘ Ｘ Ｘ

弁当

おにぎり

サンドイッチ

徒歩約3分
セブンイレブン

車で約7分
ローソン

車で約6分
ローソン

特定階 特定階 特定階 Ｘ 特定階

最大室数 150室 300室 50室

ウエストエリアのみ受入可
ウエストツインルーム（24㎡）167室

　　ウエストコテージ4,6,8名用　　163棟

　※デラックステラスツインは除く

200室

最大人数 300名 600名 100名
ウエストツインルーム　501名

　ウエストコテージ4,6,8名用　936名 250名

近隣 ー ー 周辺道路 ― 大磯運動公園

施設内 ー 宴会場
イベントスペース
　(屋外人工芝)

駐車場
駐車場

大磯ロングビーチ
（夏期以外）

Ｘ
敷地内

セブンイレブン有

ＸＸ
敷地内

The FARM FamilyMart

音楽団体
受入上限

運動スペース

×
近隣コインランドリー有

Ｘ

自販機

洗濯機

コンビニ

館
内

最寄コンビニ等
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品川プリンスホテル
グランドプリンスホテル高輪
グランドプリンスホテル新高輪

ザ・プリンスパークタワー東京 東京プリンスホテル
サンシャインシティ
プリンスホテル

洗濯機 〇(全自動式・旧式) Ｘ Ｘ Ｘ 〇(全自動式)

洗剤 別売り Ｘ Ｘ Ｘ 自動投入・別売り

乾燥機 〇 Ｘ Ｘ Ｘ 〇

脱水機 Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ

弁当

おにぎり

サンドイッチ

各階 × × × 各階

最大室数 700室 200室 603室 450室 200室

最大人数 1,400名 400名 1,415名 950名 300～400名

近隣 高輪森の公園 高輪の森公園、高輪公園 芝公園 芝公園
東池袋中央公園、IKE・

SUNPARK

施設内 地下駐車場 地下駐車場 ー ー ー

敷地内
セブンイレブン有

敷地内
ローソン有

敷地内
ローソン有

音楽団体
受入上限

運動スペース

自販機

敷地内
セブンイレブン有

敷地内
ファミリーマート有

洗濯機

コンビニ

館
内

最寄コンビニ等



品川プリンスホテル（東京都）

周辺施設へアクセス抜群！
どこへ行くにも車で約30分！

・ＮＨＫホール 約30分
・サントリーホール 約１８分
・東京国際フォーラム 約23分
・渋谷公会堂 約３０分
・東京文化会館 約２４分
・日比谷公園大音楽堂 約１７分
・文京シビックホール 約２８分
・品川区総合区民会館 約１１分

便利

アクセス

収容人数 団体１，４００名 （約７０0室）

部屋タイプ

その他 コンビニ・Wi-fi環境・駐車場
レストラン・ボーリング・テニス・
ゴルフ・ジム・プール・水族館・映画館

品川駅より徒歩2分！便利な立地 シングル・ツイン・トリプル対応可

Ａｆｔｅｒ Music におすすめ

・マクセル アクアパーク品川（水族館）
で動物ふれあい体験
・チーム対抗ボーリング大会
・映画観賞会
・ライブホールステラホール、クラブeXで
ゲーム大会
等など、施設内で、チームの思い出作りを
することで一致団結すること間違いなし！

ホテルのご案内

施設の詳細は
品川プリンスホテル
公式Ｗｅｂサイト＞＞＞
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ポイント ライブホール ステラボールで全体練習できる
鏡の貸し出しあり

駅より

徒歩2分、
便利な立地！

会場までの
移動が車で

30分圏内

パート・演奏

練習会場
完備



グランドプリンスホテル高輪・新高輪（東京都）

周辺施設へアクセス抜群！
どこへ行くにも車で約30分！

・ＮＨＫホール 約30分
・サントリーホール 約１８分
・東京国際フォーラム 約23分
・渋谷公会堂 約３０分
・東京文化会館 約２４分
・日比谷公園大音楽堂 約１７分
・文京シビックホール 約２８分
・品川区総合区民会館 約１１分

便利

アクセス

収容人数 団体400名 （約２００室）

部屋タイプ

その他 コンビニ・Wi-fi環境・駐車場
レストラン・ジム・プール

品川駅より徒歩５分！便利な立地 シングル・ツイン・トリプル対応可

Ａｆｔｅｒ Music におすすめ
・マクセル アクアパーク品川（水族館）
で動物ふれあい体験
・チーム対抗ボーリング大会
・映画観賞会
・ライブホールステラホール、クラブeXで
ゲーム大会
等など、施設内で、チームの思い出作りを
することで一致団結すること間違いなし！

ホテルのご案内

グランド
プリンスホテル
高輪

ポイント 宴会場で練習可能！鏡の貸し出しあり
日本庭園があり、大会前に気持ちを落ち着かせることができる

施設の詳細は公式Webサイト＞＞＞

グランド
プリンスホテル
新高輪

駅より

徒歩2分、
便利な立地！

会場までの移動

車で30分
圏内

日本庭園で

精神統一
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ザ・プリンス パークタワー東京（東京都）

周辺施設へアクセス抜群！
どこへ行くにも車で約30分！

・メルパルクホールTOKYO 約５分
・ＮＨＫホール 約２１分
・サントリーホール 約９分
・東京国際フォーラム 約１3分
・渋谷公会堂 約３０分
・東京文化会館 約１９分
・日比谷公園大音楽堂 約１０分
・文京シビックホール 約２１分

便利

アクセス

収容人数 団体1,415名 （約603室）

部屋タイプ

その他 コンビニ・Wi-fi環境・駐車場
レストラン・ジム・プール・ボーリング

赤羽橋駅より徒歩2分！ シングル・ツイン・トリプル対応可

Ａｆｔｅｒ Music におすすめ

・東京タワーで都心を一望
・チーム対抗ボーリング大会
・映画観賞会
・ホール・ライブハウスで 演奏大会
等など、施設内で、チームの思い出作りを
することで一致団結すること間違いなし！

ホテルのご案内

施設の詳細は
ザ・プリンス パークタワー東京
公式Ｗｅｂサイト＞＞＞
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ポイント ホール・ライブハウスで全体練習・パート練習することができ、
バルコニー付き客室で、空気を入れ替えることも可能です。

駅から

徒歩2分
便利な立地！

合宿や大会の
ご宿泊に最適

充実施設で！
大満足の滞在を

受入実績 ウド―音楽事務所、Billboard、ソニーミュージックなど



東京プリンスホテル（東京都）

周辺施設へアクセス抜群！
どこへ行くにも車で約30分！便利

アクセス

収容人数 団体〇〇名 （約3500室）

部屋タイプ

その他 コンビニ・Wi-fi環境・駐車場
レストラン・プール

御成門駅より徒歩１分！ シングル・ツイン・トリプル対応可

Ａｆｔｅｒ Music におすすめ

ホテルのご案内

ポイント ホテル前の駐車場で準備運動等の練習することができる

施設の詳細は
東京プリンスホテル
公式Ｗｅｂサイト＞＞＞

・メルパルクホールTOKYO 約３分
・ＮＨＫホール 約１９分
・サントリーホール 約７分
・東京国際フォーラム 約１２分
・渋谷公会堂 約１７分
・東京文化会館 約１６分
・日比谷公園大音楽堂 約６分
・文京シビックホール 約１９分

・東京タワーで都心を一望
・芝公園でのレクリエーション
・隣接ホテルのホール・ライブハウスでの
演奏大会やチーム対抗ボーリング大会

等など施設内で、チームの思い出作りを
することで一致団結すること間違いなし！

駅より

徒歩１分、

便利な立地！

会場までの移動

車で30分
圏内

充実施設で！
大満足の滞在を
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サンシャインシティプリンスホテル（東京都）

団体約300～400名 （約200室）

ミーティング会場あり
団体専用チェックインカウンター
コンビニ・Wi-fi環境・駐車場
レストラン・水族館・ストレッチルーム

東池袋駅より徒歩3分！ シングル・ツイン・トリプル対応可

Ａｆｔｅｒ Music におすすめ

・サンシャイン水族館で動物ふれあい体験
・プラネタリウムで天体観測
・サンシャイン60展望台で東京の景色を
一望
・NAMJATOWNやポケモンセンターメガ
トウキョーで遊ぶことも！
等など、施設内で、チームの思い出作りを
することで一致団結すること間違いなし！

施設の詳細は
サンシャインシティプリンスホテル
公式Ｗｅｂサイト＞＞＞

アクセス

収容人数

部屋タイプ

その他

ホテルのご案内

周辺施設へアクセス抜群！
どこへ行くにも車で約30分！

便利
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駅より

徒歩3分、
便利な立地！

団体専用
チェックイン
カウンターで
快適手続き

商業施設隣接

満足の滞在

・東京芸術劇場 約９分
・東京オペラシティ 約22分
・新宿区立新宿文化センター 約21分
・ＮＨＫホール 約２３分
・サントリーホール 約14分
・東京国際フォーラム 約16分
・東京文化会館 約２２分
・文京シビックホール 約１３分

ポイント 近隣のアケデミーホールやサンシャインシティ会議室で音出し可能（都度要確認）
ストレッチルームを活用し、鏡を見て練習することも可能



新宿プリンスホテル（東京都）

団体３００名 （約１５０室）

ミーティング会場あり
Wi-fi環境・駐車場・レストラン

西武新宿駅直結 便利な立地
シングル・ツイン・トリプル対応可

Ａｆｔｅｒ Music におすすめ

・夜のディープな街歌舞伎町散策
・新宿御苑を散策
・東京都庁 展望室で、東京の景色を一望
・東京ミステリーサーカスでみんなで謎解き
・WILD BEACH TOKYO SKY RESORT
都心でＢＢＱ

等など、施設内で、チームの思い出作りを
することで一致団結すること間違いなし！

施設の詳細は
新宿プリンスホテル
公式Ｗｅｂサイト＞＞＞

ホテルのご案内

アクセス

収容人数

部屋タイプ

その他

周辺施設へアクセス抜群！
どこへ行くにも車で約30分！

便利
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駅直結
便利な立地！

商業施設隣接

満足の滞在

会場までの移動

車で30分
圏内

・東京芸術劇場 約２１分
・東京オペラシティ 約９分
・新宿区立新宿文化センター 約７分
・ＮＨＫホール 約１８分
・サントリーホール 約１７分
・東京国際フォーラム 約２５分
・文京シビックホール 約２２分

ポイント 近隣の大久保公園にて運動することができる
姿見の貸し出しがあり、フォームの確認練習可能



新横浜プリンスホテル（神奈川県）

・横浜アリーナ 徒歩 約2分
・神奈川県立県民ホール 約２２分
・横浜みなとみらいホール 約１８分
・神奈川県立音楽堂 約21分
・横須賀芸術劇場 約41分

団体６００名 （約３００室）

ミーティング会場あり
Wi-fi環境・駐車場・レストラン・
コンビニ

新横浜駅３分 便利な立地 シングル・ツイン・トリプル対応可

ホテルのご案内

アクセス

収容人数

部屋タイプ

その他

周辺施設へアクセス抜群！
どこへ行くにも車で約４０分！便利

Ａｆｔｅｒ Music におすすめ

・ KOSÉ新横浜スケートセンターでスケート体験
・新横浜ラーメン博物館で食べ比べ
・崎陽軒横浜工場の工場見学
・新横浜公園（日産スタジアム）でゲーム大会
・日産ウォーターパークでプールにも

等など、施設内で、チームの思い出作りを
することで一致団結すること間違いなし！

施設の詳細は
新横浜プリンスホテル
公式Ｗｅｂサイト＞＞＞

-12-

横浜アリーナ

徒歩圏内

駅より

徒歩3分、
便利な立地！

商業施設隣接

満足の滞在

ポイント



都内近郊リゾート施設のご紹介

ザ・プリンス 箱根芦ノ湖

軽井沢プリンスホテル

大磯プリンスホテル

団体100名（約50室）

ミーティング会場・Wi-fi環境・駐車場・
レストラン・温泉・ゴルフ・

小田原駅から車で約45分

シングル・ツイン・トリプル対応可

アクセス

収容人数

部屋タイプ

その他

１．客室にはバルコニーがあり、外にでることができる
２．芦ノ湖畔にあるため、鳥のさえずりを聞き、練習することができる
３．車で5分の場所に芝生に広場があり、演奏も可能です。

おすすめPOINT

シングル・ツイン・トリプル対応可

アクセス

収容人数

部屋タイプ

その他

１．客室にはバルコニーがあり、外にでることができる
２．バルコニーから見える軽井沢ならではの自然
３．鳥の囀りや透き通った風を体験できる

おすすめPOINT

１．客室にはバルコニーがあり、外にでることができる
２．駐車場で練習することができる
３．バンケットホールでディナーショーも可能

おすすめPOINT

アクセス

収容人数

部屋タイプ

その他

シングル・ツイン・トリプル対応可

団体２５０名 （約２００室）

ミーティング会場あり
Wi-fi環境・駐車場・レストラン・
プール・ボーリング・テニス・ゴルフ・
フィットネス・スパ・フットサル

大磯駅から路線バスで約13分、
またはタクシーで7分（約￥1,400）

ミーティング会場あり
Wi-fi環境・駐車場・レストラン・
温泉・ボーリング・遊びの森・テニス・
スキー・ゴルフ

軽井沢駅から無料シャトルバスあり

団体1,437名（約330室）
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【消毒の徹底】
フロア、客室備品等、不特定多数の
方が頻繁に触れる部分は特に徹底
して消毒いたします。

スポーツ団体のご宿泊ガイドライン事例

徹底した清掃と消毒が施された客室の
ドアに「Safetyシール」を貼り、
清掃・消毒後のお部屋に入室者が
いないことを明示し、安心してご入室
いただけるようにいたします。

【客室フロアの貸し切り】
他のお客様との接触を避けるため、
フロアを貸し切りします。
接触の心配なくゆったりと
宿泊できます。（3密回避）

④セーフティーシール①チェックイン

【サーモグラフィー】
ホテル玄関にサーモグラフィーを設置し、
検温を行うことで、学生様を客室まで
スムーズに誘導します。

②サーモグラフィー

⑤フロア、客室 貸し切り

バス内でルームキーの配布をさせて
いただくことで、ホテルのロビーの
混雑を避けて、チェックインできます。

混雑緩和のため、同宿学校と調整の上、
移動をご案内いたします。
1機に乗る人数を制限させていただく
場合がございます。（3密回避）

③エレベーター

プリンスホテルでは、
1室1名でのご利用もお受けさせていただ
きます。

音楽旅行のガイドライン（宿泊における取り組み）

音楽旅行のガイドライン（食事における取り組み）

②会場の換気

お飲物はパックジュース、ミネラル
ウォーター(ペットボトル)を各自1本
ご用意いたします。
グラスでのお水の提供は致しません。
※施設によって運用が異なることが
ございます。

ソーシャルディスタンスを確保した宴会場
のレイアウトをご提案しております。
会場内を定期的に換気しております。
（3密回避）

③テーブルレイアウト

通常は1卓に8～9名掛けのテーブルに、
5～6名掛けでご案内させていただきます。
（飛沫防止）

⑤お料理の提供

生徒がトレーを持ってカウンターで各自お料理を
お取りいただくスタイルとなります。
料理卓を分散させることで密を回避します。
ソーシャルディスタンスを保つために、夕食・朝食
の2部制をお願いする場合もございます。

④お飲物の提供

入室時にアルコール消毒液での
消毒をお願いしております。

①入室時

従業員は、就業前の検温、手洗い・
うがい、消毒を徹底し、マスクおよび
フェイスシールドを着用してご案内させて
いただきます。

2m
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