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2017 年 7 月 13 日

ロイヤルパークホテル ザ 羽田

～開業 3 周年特別企画のご案内～
ロイヤルパークホテル ザ 羽田（所在地：東京都大田区羽田空港 2-6-5 総支配人 戸張 浩幸）は、2017
年 9 月 30 日（土）に開業 3 周年を迎えます。日頃のご愛顧に感謝いたしまして、3 周年を記念した特別企画を
ご用意いたしました。

おかげ様で
おかげ様で 3 周年 “Thank you”
you” を特別企画に込めて
■宿泊で Thank you【スイート満喫！3 周年特別コースディナー付きプラン】

1 日 3 室限定！特別コースのディナーと和洋ブッフェの朝食付き、スイートに
滞在するプランを 1 室 39,000 円（サービス料・消費税込、宿泊税別）でご用意。
■レストランで Thank you【3 周年特別コース】

思わず写真を撮りたくなる！25cm 超のシータイガーを使ったジャンボエビフ
ライがメインの特別コースを 3,900 円（消費税込）でご提供。
■ザ クラブで Thank you【新規入会ポイント 2 倍プレゼント】

期間中に「ザ クラブ・ロイヤルパークホテルズ」へ新規会員登録をされた方へ
入会ポイント通常 500P のところ、2 倍の 1000P をプレゼント！
※2 倍プレゼントには諸条件がございます。

■ご宿泊

【スイート満喫！3
【スイート満喫！3 周年特別コースディナー
周年特別コースディナー付き
ディナー付きプラン】
付きプラン】
空港で、ホテルのスイートに泊まって、ディナーを楽しむ。そんなワクワク感を一度に満喫できる、３周
年だからこそのスペシャルプランです。スタイリッシュなデザインの中に遊び心が散りばめられたお部屋
で、優雅なひとときをお過ごしください。空港ならではのダイナミックでロマンチックな景色を楽しむな
ら、トワイライトタイムの展望デッキがおすすめ。
【宿泊期間】2017 年 9 月 1 日（金）～ 2017 年 10 月 31 日（火）
【料
金】
1 室 2 名様利用/１室合計料金（サービス料･消費税込、宿泊税別）
スイート（70 ㎡）
39,000 円
ホームスパスイート（57 ㎡）
39,000 円
【内
容】
◇レストラン「テイルウィンド」にて 3 周年特別コースのディナー
コース 4 品（前菜・スープ・メイン・デザート）パン、コーヒー
[スタート時間 17：00～20：30]
◇レストラン「テイルウィンド」にて和洋ブッフェのご朝食
◇冷蔵庫内のお飲み物フリー（※追加分については有料）
◇バスローブのご用意
◇プレミアムフロア特典
レストランでワンドリンク無料、朝刊無料などの限定サービスや
UCC 社コーヒーメーカーなど専用アイテムをご利用いただけます。
[ご予約] ウェブサイトより承ります
[お問合せ]

http://www.rph-the.co.jp/haneda/

03-6830-1111（ホテル代表）

ロイヤルパークホテル ザ 羽田
ROYAL PARK HOTEL THE HANEDA,TOKYO

スイートの一例。お部屋ごとに異なる
デザインをお楽しみください。

※写真はイメージです。

〒144-0041 東京都大田区羽田空港 2-6-5 TEL.03-6830-1111 FAX.03-3747-0770
2-6-5, Haneda Airport, Ota-ku, Tokyo 144-0041 TEL.+81-3-6830-1111 FAX.+81-3-3747-0770

■レストラン

【3 周年特別コース】
周年特別コース】
お祝いの食材「えび」をメインに、デザートまで付いた特別コースをご用意。メインディッシュには、思
わず写真を撮りたくなる大きなエビフライ。体長 25cm を超えるシータイガーは、なかなかお目にかかれ
ないもので、頭部にも身やみそがぎゅっと詰まっています。開放的でありながら落ち着いた空間で、1 か
月の期間限定メニューをぜひお楽しみください。
【期
間】2017 年 9 月 15 日（金）～10 月 15 日（日）まで
【提供時間】ランチ 11:00～15:00 ／ ディナー 17:00～20:30(L.O.)
【料
金】お一人様 3,900 円（消費税込）
【内
容】コース 4 品（前菜・スープ・メイン・デザート）
パン、コーヒー
[ご予約・お問合せ]
レストラン「テイルウィンド」 03-6830-1101（6:00～23:00）
※写真はイメージです。

■THE Club

お皿からはみ出すほどのシータイガーは
ボリュームはもちろん旨みもたっぷり。

【新規入会 ポイント 2 倍プレゼント】
ロイヤルパークホテルズの共通会員制度「ザ クラブ・ロイヤルパークホテルズ」は、ホテル利用でのポイ
ント付与のほか、割引や会員限定プランなどお得な特典をご用意しています。ロイヤルパークホテル ザ 羽
田にてお配りしたカードで、下記期間中に新規会員登録を完了された方へ、入会ポイント通常 500P のとこ
ろ、2 倍の 1000P をプレゼント！この機会にぜひご入会ください。
【期

間】2017 年 9 月 1 日（金）～ 2017 年 10 月 31 日（火）

※追加プレゼント 500P の付与は、会員登録完了から約 1 か月後となります。
※会員特典の詳細については、ロイヤルパークホテルズのホームページをご確認ください。

■ロイヤルパークホテル THE シリーズ各ホテルでも記念カクテル・デザートを
シリーズ各ホテルでも記念カクテル・デザートをご用意
記念カクテル・デザートをご用意■
「ロイヤルパークホテル ザ 汐留」、「ロイヤルパークホテル ザ 名古屋」、「ロイヤルパークホテル ザ 京
都」では、空や旅をイメージしたカクテルをお楽しみいただけます。また「ロイヤルパークホテル ザ 福
岡」のランチブッフェには、羽田の空と雲をイメージしたマーブルチーズケーキが限定メニューとして登
場。各ホテルへお越しの際は、ぜひご賞味ください。
（2017 年 9 月 15 日(金)～10 月 15 日(日)まで）
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※表示価格は消費税込です。
（*ロイヤルパークホテル ザ 汐留 “THE BAR”では、サービス料 10%を別途申し受けます。）
※提供場所・提供時間などはホテルによって異なります。詳細は各ホテルまでお問合せください。

※写真はイメージです。

本件に関するお問合せ先
株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ
ロイヤルパークホテル ザ 羽田／マーケティング課 宮田
TEL：03-6830-1111(代表) 03-6830-1110(直通) FAX：03-3747-0770
http://www.rph-the.co.jp/haneda/
info-haneda@rph-the.co.jp
ロイヤルパークホテル ザ 羽田
ROYAL PARK HOTEL THE HANEDA,TOKYO

〒144-0041 東京都大田区羽田空港 2-6-5 TEL.03-6830-1111 FAX.03-3747-0770
2-6-5, Haneda Airport, Ota-ku, Tokyo 144-0041 TEL.+81-3-6830-1111 FAX.+81-3-3747-0770
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