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PRESS RELEASE                   

2020年2月吉日 

 

 

 

  

 

 

 

 

株式会社ホテルオークラ東京（所在地：東京都港区 代表取締役社長：成瀬正治）が2019 年9月に開業したThe Okura 

Tokyo が展開する Okura Fitness & Spa（オークラ プレステージタワー 27階）では、期間限定でANNAYAKEスパ ト

リートメントと宿泊を組み合わせた特別パッケージ「至福のスパジャーニー」を提供します。 

 

 

ANNAYAKEスパ トリートメント＆宿泊パッケージ「至福のスパジャーニー」 

予約受付：2020年7月12 日（日）まで 

利用期間：2020年7月15 日（水）まで 

内 容：The Okura Tokyo１泊および「Okura Fitness & Spa」におけるスパトリートメント 
  ＜対象客室＞ オークラ ヘリテージウイング「ヘリテージルーム」 
     オークラ プレステージタワー「プレステージルーム」および「クラブルーム」 
  ＜メニュー＞ スパ ANNAYAKE「フェイシャル Sui 90分」または「ボディ Tsuchi 90 分」 
 

特 典：館内レストランおよびバーで利用可能な「ウェルカムドリンクチケット」付き 

料 金：\73,768～（1泊1室1名料金 / 消費税・サービス料・宿泊税込） 

＊上記料金は客室タイプおよびトリートメントメニュー、宿泊日によって変動します。 

詳細は次ページ一覧をご覧ください。 

 予約先：客室予約課 TEL : (03)3224-6700（平日9:00～19:00／土・日・祝日9:00～17:00） 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ≪The Okura Tokyo≫ 

都会で最上のリフレッシュ&リラックス 

ANNAYAKEスパトリートメント＆宿泊パッケージ 

「至福のスパジャーニー」 
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■オークラ初のスパ 

The Okura Tokyo 開業とともに、新たなトータルウェルネスの発信地として生まれた

「Okura Fitness & Spa」。オークラ初となるスパ部門として、日本初上陸のフランス

のブランド「ANNAYAKE」（アナヤケ）を導入しました。男女問わず、忙しい現代人のため

の心身のトータルケアを提供しています。ANNAYAKEは1988 年に誕生し、東洋と西洋の

それぞれに伝わる美のノウハウを融合させたきめ細かな技術と、竹、椿、柚子などの日

本の伝統的な素材の成分を取り入れた製品による独自のフィロソフィのもと、日本とヨ

ーロッパ双方での研究開発によって展開しているブランドです。日本らしさを大切にす

るホテルとして最高のラグジュアリーをめざすオークラのエスプリとも共鳴し、日本初

で唯一のコラボレーションが実現しました。トリートメントルームは全7室。シンプル

でゆったりとした空間で、質の高い施術を受けることができます。 

 

■五感にはたらく５つのメニュー 

オークラとANNAYAKEとの出会い、そこに共通するモダンと伝統の融合を、トリート

メントメニューにも取り入れました。古代から東洋に伝わる「五行思想」にインス

ピレーションを得て、万物を成す＜火＞ ＜水＞ ＜木＞ ＜金＞ ＜土＞の 5 元素を

メニューのモチーフとし、フェイシャルとボディ、各5コースを設けています。 

セラピストによる事前ヒアリングで、その日の体調と気分に合わせ、5種の中から適

したコースの選択が可能です。室内には、それぞれの目的に合わせた香りを漂わせ、

一歩踏み入れた瞬間から短い旅のように別世界へと導く、五感にはたらきかける施

術を特徴としています（各メニュー詳細は次頁）。 

 

■特別パッケージ「至福のスパジャーニー」の特徴 

３タイプから選べる客室 

再開発エリアとして注目を浴びる虎ノ門の新たなランドマークとなったThe Okura Tokyo。日本の伝統文化や歴史的な 

要素を取り入れ、気品と静寂に包まれる「オークラ ヘリテージウイング」と、躍動感と機能で現代のニーズに応えつつ、

随所に和のアクセントを散りばめた「オークラ プレステージタワー」の2棟で構成されています。今回のパッケージで

は、各棟の代表的な客室「ヘリテージルーム」「プレステージルーム」、クラブフロアの「クラブルーム」いずれかでの 

滞在を用意しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ノウハウが凝縮されたトリートメントメニュー 

フェイシャルとボディ、ANNAYAKEのメソッドが盛り込まれたコースから、男女の別なくどちらかを選べます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘリテージルーム プレステージルーム クラブルーム 

＜フェイシャル＞ Sui 90 分  

保湿を中心としたコース。多忙なビジネスパーソンに向

けて、また外国からの到着ゲストにも最適。 

 

コース内容 

コンサルテーション→背中・肩タッチ→ダブルクレンジン

グ→エクスフォリエーター→タッチ→マスクおよびハン

ドタッチ→整肌→アフターケア 

＜ボディ＞ Tsuchi 90 分  

疲れを取り去るフルボディトリートメント。 

The Okura Tokyo だけのオリジナルメニュー。 

 

コース内容 

コンサルテーション→フットバス→背面タッチ→ 

前面タッチ→頭皮タッチ→コンプレス・肩あたため→ア

フターケア 
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パッケージ特別プライス 

（単位：￥） 

  プレステージルーム クラブルーム ヘリテージルーム 

<フェイシャル> Sui 90 分 77,398～ 91,797～ 110,310～ 

<ボディ> Tsuchi 90 分 73,768～ 88,167～ 106,680～ 

＊1 泊 1 室 1名分、消費税・サービス料・宿泊税込。 

＊料金は、選択した客室タイプ、トリートメントメニュー、また宿泊日によって変動します。 

 

 

＜参考＞  通常スパトリートメントメニュー  

●Tsuchi ＜輝き＞あらゆる世代に 特に男性や疲れを感じている方へ。 

フェイシャル 60min. ¥25,000 / 90min.¥34,000   ボディ 60min. ¥20,000 / 90min. ¥28,000 

●Moku ＜再生＞健やかで若々しい印象の肌へ。 

フェイシャル 60min. ¥23,000 / 90min.¥32,000   ボディ 60min. ¥20,000 / 90min. ¥28,000 

●Sui ＜疲労回復＞出張や仕事で多忙な現代人へ。疲労や時差からの水分バランスを整えます。 

フェイシャル 60min. ¥22,000 / 90min.¥30,000   ボディ 60min. ¥20,000 / 90min. ¥28,000  

●Hi ＜美肌＞女性向け。肌の水分バランスを整えアプローチ、ワントーン明るい肌へ。 

フェイシャル 60min. ¥22,000 / 90min. ¥30,000   ボディ 60min. ¥24,000 / 90min. ¥30,000 

●Kin ＜温め＞身体を温めて、心身のケアを。 

           フェイシャル 60min. ¥22,000 ボディ 60min. ¥20,000 / 90min. ¥28,000 

オプション：  

ボディ延長 30min. ¥10,000 / ショートフェイシャル 30min. ¥14,000 / ヘッドタッチ 15min. ¥5,000 / ボディスクラブ 15min. ¥6,000 

＊上記は2020年4月1日からの改訂料金です。   

＊いずれも消費税・サービス料別。 

 

■施設情報 

 

Okura Fitness & Spa（オークラ フィットネス アンド スパ ） 

所在地：The Okura Tokyo  オークラ プレステージタワー27F  東京都港区虎ノ門2-10-4 

TEL ：(03)3505-6078（直通） 

https://theokuratokyo.jp/experience/fitness_spa/ 

営 業：＜フィットネス＞ 6:00～22:00（日曜～21:30）  

＜スパ＞  10:00～22:00（日曜～21:30） 完全予約制 

利 用：会員制 

＊The Okura Tokyo宿泊者：フィットネスとスパの利用可。 

＊宿泊者以外：スパのみ利用可（27F浴室利用含む）。追加でジムとプールを利用の場合は、ビジター料金が必要。 

 
■The Okura Tokyo に関するお問い合わせ先 
 

株式会社ホテルオークラ東京  広報担当：松本 / 小栗 

TEL ：(03)3224-6731  Fax : (03)3224-6727  E-mail : pr@tokyo.hotelokura.co.jp 

 

 

■リリースに関するお問い合わせ先 
 

株式会社ヴィジョン・エイ  担当：市川 / 末永 

TEL ：(03)3402-5574  Fax : (03)3402-5452  E-mail : mari@vision-a.com / yoko@vision-a.com 

https://theokuratokyo.jp/experience/fitness_spa/
mailto:pr@tokyo.hotelokura.co.jp
mailto:mari@vision-a.com

