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5月 25日（火） 「N2クリニック ホテル椿山荘東京院」開院 

オーダーメイド点滴や再生医療がセットになった宿泊プランの予約受付開始 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：山下 信典）では、5月 25日（火）、ホテル棟ロビー階に

「N2クリニック ホテル椿山荘東京院」が開院いたします。開院に伴い、同院の治療がセットになった開院記

念の期間限定 宿泊プランの受付を 5月 20日（木）より開始いたします。 

 

◇変わるホテルステイのカタチ。癒しと、心身の健康を兼ねそなえた新たなホテルステイを 

新型コロナウイルスの感染拡大により、海外渡航や遠方への移動制限等の影響を受け、旅行やホテルステイ

のカタチは大きく様変わりしています。今まで以上に自身の健康や体調を気遣う機会が増えている昨今、新し

い時代のホテルの在り方として、快適なホテルステイを通じた「心の癒し」の提供だけではなく、「心身の健

康」を育む場としてもご利用いただきたいという想いから、ホテル内に再生・先制医療を展開する同院を迎

え、新たなホテルステイのカタチを提供することといたしました。 

通常、再生医療を受診するには複数回の来院が必要となりますが、同院はホテル椿山荘東京内という立地か

ら、来院の度に、四季折々の美しい景観が楽しめる緑豊かな庭園や、スパ、レストランでの美食をお楽しみい

ただきながら再生医療を受診いただけます。   

 

◇オーダーメイド点滴など、お一人おひとりに合わせた治療がセットになった宿泊プランが期間限定で登場 

N2クリニックは、「Natural & New」のコンセプトのもと、日本でもいち早く再生医療を専門に提供をしてき

た医療施設です。同院では、脂肪組織由来幹細胞による幹細胞療法の再生医療のほか、日本ならではの医療技

術による美容医療や、各種検査による先制医療などを提供してまいります。 

今回は、開院記念として「初めての再生医療ステイプラン」、「培養上清＆オーダーメイド点滴ステイプラ

ン」、「フェイシャル美容＆オーダーメイド点滴ステイプラン」の 3つの宿泊プランをご用意いたしました。ま

た、これらすべてのプランは、お客さまのご希望に応じて遺伝子検査など最新の医療技術を応用した生活習慣

病リスク、がんリスク、体質改善検査のうち、1項目の検査を追加で受診いただけます。 

診療以外の時間は快適なホテルステイをお過ごしいただけ、日々の喧噪を忘れ、心身の健康に向き合うこと

のできる宿泊プランとしてご利用いただけます。 

 

 

 

 



 

「初めての再生医療ステイプラン」 

庭園を望むスイートでのご宿泊と脂肪組織由来幹細胞による幹細胞療法の再生医療を含むN２クリニックでの

施術や検査をセットにした特別プランです。 

 

■販売期間 ：2021年 5月 25日（火）～2021年 9月 30日（木）  ※室数限定 ※施術は火・水・木・金曜 

■料金  ：お一人様 通常 約 5,500,000円相当 → 4,400,000円（1室 2名様ご利用 1名様施術時） 

通常 約 5,140,000円相当 → 3,750,000円（1室 2名様ご利用 2名様施術時） 

※消費税・サービス料込 （東京都宿泊税は免除期間） 

■内容  ：①【宿 泊】プレミアガーデンスイート（93㎡） 2泊 + 1泊（5週間後の幹細胞培養後） 

②【朝 食】レストランまたはルームサービスから選べる朝食 

③ スパ利用 

④ ガーデンツアー（3泊中 1回） 

⑤ 再生医療（脂肪由来細胞採取・5週間後の幹細胞投与） 

⑥ 血液検査（栄養検査） ※翌日検査結果フィードバック 

⑦ 血液検査（がん、体質、生活習慣病検査のうち 1種） ※後日検査結果フィードバック 

⑧ オーダーメイド点滴 

⑨ オーダーメイドサプリ （後日ご自宅にお届け） 

■URL  ：https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1293&hi_id=47&lang=ja-JP 

 

「培養上清＆オーダーメイド点滴ステイプラン」 

有効成分を豊富に含んだ幹細胞抽出液（培養上清）により再生医療の導入効果を実感していただける培養上清

療法と血液検査の結果を受けたオーダーメイド点滴をご体験いただけます。 

■販売期間 ：2021年 5月 25日（火）～2021年 9月 30日（木）  ※施術は火・水・木・金曜 

■料金  ：お一人様 通常 約 525,000円相当 → 350,000円（1室 2名様ご利用 1名様施術時） 

通常 約 485,000円相当 → 325,000円（1室 2名様ご利用 2名様施術時） 

※消費税・サービス料込 （東京都宿泊税は免除期間） 

■内容  ：①【宿 泊】プライムスーペリア ガーデンビュー（45㎡） 1泊 

②【朝 食】レストランでの洋朝食 または 和朝食 

③ 培養上清点滴 

④ 血液検査（栄養検査） ※翌日検査結果フィードバック 

⑤ 血液検査（がん、体質、生活習慣病検査のうち 1種） ※後日検査結果フィードバック 

⑥ オーダーメイド点滴 

⑦ オーダーメイドサプリ （後日ご自宅にお届け） 

■URL  ：https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1294&hi_id=47&lang=ja-JP 

 

「フェイシャル美容＆オーダーメイド点滴ステイプラン」 7/20からご利用可能！5/20より受付開始！ 

オーダーメイド点滴に加え、フェイシャルのしみ、たるみなどをケアしたい方におすすめのプランです。 

■販売期間 ：2021年 7月 20日（火）～2021年 9月 30日（木） ※施術は火・水・木・金曜 

■料金  ：お一人様 通常 約 580,000円相当 → 400,000円（1室 2名様ご利用 1名様施術時） 

通常 約 540,000円相当 → 375,000円（1室 2名様ご利用 2名様施術時） 

※消費税・サービス料込 （東京都宿泊税は免除期間） 

■内容  ：①【宿 泊】プライムスーペリア ガーデンビュー（45㎡） 1泊 

②【朝 食】レストランでの洋朝食 または 和朝食 

開院記念 宿泊プラン 概要                 宿泊予約 03-3943-0996（9：00～20：00） 

https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1293&hi_id=47&lang=ja-JP
https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1294&hi_id=47&lang=ja-JP


③ ウルトラセル Q施術（フェイシャルのしわ、たるみ用） 

④ 血液検査（栄養検査） ※翌日検査結果フィードバック 

⑤ 血液検査（がん、体質、生活習慣病検査のうち 1種）  ※後日検査結果フィードバック 

⑥ フェイシャルの培養上清施術 または オーダーメイド点滴 

⑦ オーダーメイドサプリ （後日ご自宅にお届け） 

■URL  ：https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1295&hi_id=47&lang=ja-JP 

 

 

 

■医院名  ：N2クリニック ホテル椿山荘東京院 

■住所  ：〒112-8680 東京都文京区関口 2丁目 10−8 3Fロビー階 

■診療時間 ：9：00～18：00 

■診療日  ：火曜、水曜、木曜、金曜 

■診療内容 ： 

診療内容 詳細 

幹細胞療法（再生医療） 

ご自分の脂肪組織由来幹細胞を細胞培養により増殖

し、静脈注射や局所注射により投与することで、損傷

した組織を修復する再生医療です。 

培養上清療法 

幹細胞が分泌する各種サイトカインやエクソソーム等

の機能性成分を応用し、組織修復やアンチエイジング治

療をおこないます。 

美容医療 

豊富な経験と最新の医療機器による、安全で効果的な美

容医療をご案内します。若々しさを保つため、専門の医

師がサポートいたします。 

先制医療 

遺伝子解析によるがんのリスク評価や超早期発見、生活

習慣病対策のオーダーメイド点滴・サプリメントなど、

ゲストごとに個別化した先制医療をご案内します。 

 

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-0022 

■URL  ：https://n2clinic-chinzanso.com/ （近日公開予定） 

 

 

＜院長プロフィール＞ 

野村 紘史 

再生医療の臨床応用を志し、東京大学 形成外科に入局。大学病院での「脂肪組織由来幹細胞を

用いた乳房再建」の再生医療プロジェクト立ち上げを担当。再生医療基礎研究のため米国留学。

帰国後、培養上清を用いたスキンケア製品導出を手がける大学発ベンチャーを設立。形成外科医

としても国内外で研鑽を積み、脂肪吸引、肥満関連治療、乳房再建、乳房美容などの Body 

Contouring Surgeryを専門とする。2019年より N2クリニックの診療に従事し、「再生医療の個別

化」を研究テーマとしている。 

 

  2001年 東京大学医学部医学科卒業 

  2002年 東京大学医学部 形成外科学入局 

  2003年 自治医科大学 外科学講座 助教 

  2004年 自治医科大学 形成外科学部門 助教 

  2005年 中頭病院 形成外科 

  2008年 獨協医科大学 形成外科・美容外科  

  2013年    Biomimetic Materials Engineering Laboratory Department of Biomedical Engineering Boston University , 

N2クリニック ホテル椿山荘東京院 概要 

https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1295&hi_id=47&lang=ja-JP
https://n2clinic-chinzanso.com/


Research Fellow 

  2013年 Shriners Hospital for Children, Boston, Visiting Surgeon 

  2013年 Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston, Visiting Surgeon 

  2014年 中頭病院 形成外科 

  2017年    国立大学発ベンチャー 代表取締役（医師と兼任） 

  2019年 N2クリニック 副院長 

  2021年 N2クリニック ホテル椿山荘東京院 院長 

 

 
 

ホテル椿山荘東京は、都心にありながら、森のような庭園の中に建つホテルです。「世界をもてなす、日本

がある。」をコンセプトに、美しい自然の中で、日本のもてなしの心と、世界基準のサービススタンダードを

ご体感いただける空間や時間をご提供しています。 

 267室の客室では、第二の我が家のようにお寛ぎいただけるよう充実した機能やアメニティを備えるだけで

なく、都心のパノラマ、またはガーデンビューをご堪能いただけます。そのほか、庭園内や館内の 9つのレス

トラン、自然光を感じられる直営のスパ・トリートメント施設、最大 2,000名様までご利用いただける大会場を

含む 38の宴会場、チャペル・神殿、理・美容室、フォトスタジオなどを完備しています。 

散策できる広大な庭園には、国の有形文化財の三重塔や茶室、史跡があり、また春の桜、きらめく新緑、初

夏の蛍、夏の涼やかな滝のしぶき、紅葉、雪景色の中の椿と、四季の風情が東京にいることを忘 

れさせる特別なひとときをお過ごしいただけます。 

ホテル椿山荘東京は、「フォーブス・トラベルガイド」が発表した格付けの「ホテル部門」・「スパ部門」

では、おかげさまで名だたるホテルが並ぶ 4つ星を獲得できました。また、特に最高級の施設とサービスによ

り、記憶に残る体験を提供するホテルとして認められ「プリファードホテルズ & リゾーツ」の「L.V.X. 

Collection」に加盟いたしております。 

 

 

 

本件に関するお問い合わせ先 

藤田観光株式会社 ホテル椿山荘東京 マーケティング部門 

担当：眞田、武村 

TEL. 03-3943-5506（直通）FAX. 03-3943-1172 Email: pressroom@hotel-chinzanso.com 

 

ホテル椿山荘東京 PR事務局 

担当：馬場、森川、児玉 

TEL:03-6863-3377 Email: hotel-chinzanso-tokyo@scramble.jp 

 

※ホテル名を記載いただく際は、正式名称の「ホテル椿山荘東京」でお願いいたします。 

ホテル椿山荘東京とは 

mailto:hotel-chinzanso-tokyo@scramble.jp

