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   2021年 8月 5日 

ホテル椿山荘東京 

L'OCCITANE×ホテル椿山荘東京 期間限定のコラボレーション 

ロクシタンの金木犀の新フレグランスをイメージした 

世界に 1つだけの部屋に泊まれるプランや 

世界観を堪能できるガーデンテラスディナーを 9月 21日より提供開始 

～金木犀の色や香りを施した特別な「香る、東京雲海」も“初”出現！～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：山下 信典）は、ロクシタンの金木犀の香りの新フレ

グランス「オスマンサス」とコラボレーションしたステイプラン、ディナーイベント、トリートメント

メニューなどの各種プランを、2021年9月21日（火）より提供いたします。 

 

 ステイプラン「ラグジュアリーアフタヌーンティー inオスマンサスルーム」は、当ホテル唯一のビ

ューバススイートをオスマンサス仕様にアレンジ。ベッドスローやクッションがオスマンサスカラーに

変わり、庭園を望むビューバスでは、オスマンサス シャワージェルを用いたバブルバスでたっぷりと

金木犀の香りを体験できる世界に 1つだけのお部屋です。「オスマンサスシリーズ コンプリートギフ

トコレクション」やスペシャルプレゼントに加え、ロビーラウンジ「ル・ジャルダン」でご提供してい

る季節のアフタヌーンティーとスパークリングワインをお部屋でお楽しみいただけます。 

 

 開放的なガーデンテラスでは、「L’OCCITANE×東京雲海ガーデンテラスディナー ～雲海と月夜の

プロヴァンス～」を開催。ロクシタンのルーツ、南仏のプロヴァンスから着想を得て、バンケット料理

長 十代雅之が創る料理と新作デザートをお楽しみいただけます。 

南仏定番料理ラタトゥイユは、ロクシタンのなめらかなハンドクリームをイメージしたサフランとガ

ーリックが香るシェフ特製ソースとともに。シェフこだわりのブイヤベースは、スズキ、エビ、魚介

類、野菜が入った濃厚な魚介のスープに、プロヴァンスに漂う爽やかなオレンジが香ります。 

東京雲海に浮かぶ月とオスマンサスをイメージしたデザートは、ホテルの池に見立てた金木犀のジュ

レ（金木犀のシロップにドライ金木犀を使用）の上に、池に浮かぶ雲海をイメージしたヨーグルトジュ

レ、月をイメージしたアプリコットムースがのった可愛らしい一品です。 

 

また、「オスマンサス」の世界観を庭園演出「東京雲海」でも表現。期間中、金木犀の色に、金木犀

の香りを施した東京雲海が登場します。ディナータイムには、1日数回限定の月夜の地中海をイメージ

した幻想的なコバルトブルーの東京雲海も出現。東京雲海の開始以来、初めてとなる「香る、東京雲

海」とあわせてお楽しみください。（東京雲海はホテルご利用のお客様のみご覧いただけます。） 

  

 秋に見頃を迎える“金木犀”。各種プランで、オスマンサスの世界観に誘う幻想的な一夜をお届けしま

す。また、特別な色合いの雲海の演出も予定しております。秋の月夜とともにお楽しみください。 

 

◇特設ページ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/loccitane_stay_and_event2021/ 

 

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/loccitane_stay_and_event2021/


 

◇L'OCCITANE×ホテル椿山荘東京ビューバススイート ラグジュアリーアフタヌーンティー 

in オスマンサスルーム 

ロクシタンの新フレグランス「オスマンサス」の香りに抱かれるバスタイム＆ステイを。世界に一つだ

けの特別仕様のコラボレーションルームと計 18 点もの贅沢なロクシタンのギフトコレクション、そし

てロビーラウンジ「ル・ジャルダン」のアフタヌーンティーを客室にご用意いたします。夜には、千の

光に灯される庭園と金木犀色の東京雲海の景色もご覧いただけます。 

■期間  ：2021 年 9 月 21 日（火）～11 月 10 日（水） 

■料金  ：ビューバススイート（93 ㎡） 

1 室 2 名様ご利用時 199,800 円～ 

※消費税・サービス料込、宿泊税（10/1~）別 

■内容      ：①【ご宿泊】ビューバススイート 

②【朝 食】洋食・和食から選べる朝食（レストラン） 

③お部屋で楽しめる季節のアフタヌーンティーとスパークリングワイン 1 本 

※アフタヌーンティーは時期により内容が異なります。 

④スパ施設（プール・温泉・フィットネスジム）のご利用 

⑤L'OCCITANE オスマンサスシリーズ コンプリートギフトコレクション 

⑥L'OCCITANE スペシャルプレゼント for バスタイム 

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-0996（9:00～20:00） 

■URL  ：https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1406&hi_id=47&lang=ja-JP 

※宿泊料金は、別途東京都宿泊税を頂戴いたします。（2021 年 9 月 30 日までの間は宿 

泊税は課税されません） 

■L'OCCITANE オスマンサスシリーズ コンプリートギフトコレクション（お 1 人様 1 セット）計 14 点 

＜オスマンサスシリーズ＞ 

・オスマンサス シャワージェル 75ml 

・オスマンサス ボディミルク 75ml 

・オスマンサス ハンドクリーム 30ml 

・オスマンサス オードトワレ 10ml 

＜スキンケアトラベルセット＞ 

・シア リフレッシングコットン 1 枚 

・イモーテル ディヴァインローション 30ml 

・イモーテル ディヴァインオイル 4ml 

・イモーテル オーバーナイトリセットセラム 5ml 

・イモーテル ディヴァインクリーム 4ml 

・イモーテル リセットトリプルエッセンス 2ml 

・シア リップバーム 1 個 

＜エクストラ＞ 

・デリシャスフルーティ グロウィングスクラブ 6ml 

・オスマンサス ペンケース（ポーチ） 1 個 

・イモーテル やわらかコットンヘアバンド 1 個 

■L'OCCITANE スペシャルプレゼント for バスタイム（お 1 人様 1 セット）計 4 点 

・オスマンサス シャワージェル 75ml 

・ロクシタン バスタオル 1 枚 

・ロクシタン ヘッドリフトマッサージャー 1 個 

・ロクシタン イエロートートバッグ 1 個 

 

 

 

 

 

 

 

 
ビューバススイート コンプリートギフトコレクション スペシャルプレゼント for バスタイム 

ロクシタンの金木犀の香りとコラボレーションしたステイプラン 2種 

https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1406&hi_id=47&lang=ja-JP


◇ギフト付き！L'OCCITANE 金木犀ステイプラン 

■期間  ：2021 年 9 月 21 日（火）～11 月 10 日（水） 

※室数限定 

■料金  ：プライムスーペリア（45 ㎡）シティ／ガーデンビュー 

   1 室 2 名様ご利用時 48,500 円～ 

※消費税・サービス料込、宿泊税（10/1~）別 

■内容  ：①【ご宿泊】プライムスーペリア シティビューまたはガーデンビュー 

   ②【朝 食】洋食・和食から選べる朝食（レストラン） 

   ③L'OCCITANE オスマンサスギフトセット（お一人様 1 セット） 

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-0996（9:00～20:00） 

■URL  ：https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1389&hi_id=47&lang=ja-JP 

※宿泊料金は、別途東京都宿泊税を頂戴いたします。（2021 年 9 月 30 日までの間は宿 

泊税は課税されません） 

 

■L'OCCITANE オスマンサスギフトセット（お 1 人様 1 セット）計 6 点 

・オスマンサス シャワージェル 75ml 

・オスマンサス ボディミルク 75ml 

・オスマンサス ハンドクリーム 10ml 

・シア ハンドクリーム 10ml 

・シア リップバームスティック 2g 

・オスマンサス ペンケース（ポーチ） 1 個 

 

 

 

 

「オスマンサス」の世界観を料理・飲物と庭園で表現しました。お食事はロクシタンのルーツ、南仏プ

ロヴァンスから着想を得て、バンケット料理長 十代雅之が創る料理と新作デザートを、金木犀とハーブ

の香りにのせてお届けします。L'OCCITANE×ホテル椿山荘東京 オリジナルカクテルの他、フリードリ

ンクもご用意。開放的なガーデンテラスからは、夕暮れに輝く月と幻想的な東京雲海をご覧いただけま

す。お食事の前後には、ロマンチックなフォトブースでの記念撮影や地中海と金木犀の色合いをテーマ

にした期間限定の東京雲海の特別演出もご一緒にお楽しみください。 

■期間  ：2021 年 9 月 21 日（火）～10 月 26 日（火） 

※特定日開催 

■時間  ：18:00～20:00（L.O.19:30） 

※日により開催時間が異なる場合がございます。 

■会場  ：バンケット棟 宴会場ガーデンテラス 

■料金  ：大人 8,500 円 

※消費税・サービス料込 

■内容  ：①お一人様一皿 

   【お席にご用意】 

    ・マグロとラタトゥイユのオードブル～ハンドクリームのようなシェフ特製ソース～ 

   【料理ステーションにてご用意（チケット制）】 

    ・シェフこだわりのブイヤベース 

    ・南仏郷土料理 カスレ～白いんげん豆と鴨肉の煮込み～ 

    ・金木犀のムーンデザート 

   ②ビュッフェ 

    ・ニース風サラダ 

    ・スープピストゥー 

    ・ピサラディエール 

    ・シェーブルチーズのクルトンサラダ 

    ・かぼちゃのプディング 

    ・金木犀とラベンダーの自家製パン 

 

L'OCCITANE×東京雲海ガーデンテラスディナー 〜雲海と月夜のプロヴァンス〜 

https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1389&hi_id=47&lang=ja-JP


   ③フリードリンク 

 L'OCCITANE×ホテル椿山荘東京 オリジナルカクテル各種、ビール、スパークリン

グワイン、赤・白ワイン、ウイスキー、ノンアルコールドリンク、ソフトドリンク 

※オリジナルカクテル 4 種 

・プロヴァンス ワインクーラー 

南仏プロヴァンスをイメージしたロゼワインとオレンジのカクテル。 

・ブルームーン 

金木犀香る、地中海に浮かぶ満月をイメージしたカクテル。 

・グリーンアップルレモネード 

ロクシタンで人気のヴァーベナとアップルとレモンの味わいのノンアルコールカ 

クテル。 

・フィオール・フィオーレ 

金木犀とオレンジが香るノンアルコールカクテル。 

■特典      ：L’OCCITANE「オスマンサス」のウエルカムギフトをプレゼント（お一人様 1 つ）   

          ※予告なしに内容を変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。 

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-1140（10:00～19:00） 

■URL  ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/loccitane_event2021/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇期間中、「オスマンサス ボディミルク」のボディトリートメントをご用意 

ロクシタンスパの開発責任者が来日時に、ホテル椿山荘東京の庭園に感銘を受け、インスピレーション

が沸いたことにより生まれた、唯一無二の、世界中でもホテル椿山荘東京だけでお楽しみいただけるオ

リジナルメニュー。ロクシタンスパ最高峰のフェイシャルケア「イモーテル ディヴァイン シークレッ

ト」90分と、四季を愛でる日本のおもてなしの心のように、春夏秋冬で用いるケアアイテムを変更する

ボディトリートメント 60分を組み合わせました。 

期間限定で「オスマンサス ボディミルク」でのボディトリートメントをお選びいただけます。また、プ

チギフトもご用意しております。 

 

＜ガーデン シークレット シグネチャートリートメント＞ 

■期間  ：通年 

※2021 年 9 月 21 日（火）～11 月 10 日（水） 

は、「オスマンサス ボディミルク」でのボディト 

リートメントをお選びいただけます。プチギフト 

もご用意しております。 

■料金  ：50,600 円（消費税込） 

■内容  ：150 分（フェイシャル 90 分＋ボディ 60 分） 

■場所  ：悠 YU, THE SPA by L'OCCITANE 

■ご予約・お問い合わせ：03-3943-4785（10:00～21:00） 

■URL  ：https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/relaxation/spabyloccitane/#garden_secret 

 

 

 

ガーデン シークレット シグネチャートリートメント 

オリジナルカクテル 4種 マグロとラタトゥイユのオードブル 

～ハンドクリームのようなシェフ特製ソース～ 

金木犀のムーンデザートと 

かぼちゃのプディング 

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/event/plan/loccitane_event2021/
https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/relaxation/spabyloccitane/#garden_secret


 

輝く太陽と咲き誇る花々の豊かな自然に包まれた南仏プロヴァンス。1976年にその地で生まれたロク

シタンは、厳選された植物素材を使用したスキンケアやボディケア、フレグランス製品などを通じて、

プロヴァンスの生活を提案するライフスタイルコスメティックブランドです。植物原料とエッセンシャ

ルオイルを使用したナチュラルコスメの先駆けとしてスタートして以来、その上質なアイテムの数々は

90ヶ国以上、約 3000店舗で展開し、世界中の人々に愛されています。 

 

ロクシタンは 2021年 9月 8日に金木犀の香りの新フレグランス「オスマンサス」を発売します。金木

犀が持つ甘いフルーツのアロマをアプリコットやラ・フランスなど黄色い果実で印象的に表現し、そこ

へ 2～3か月間熟成し、ぎゅっと香りを閉じ込めたオスマンサスアブソリュートを贅沢に使用していま

す。月明りを灯すと言われる金木犀は、鮮やかな黄色の小さな花を咲かせ、見た目は可憐だけど、香り

で人をひきつける魅力を持ちます。そんな金木犀の本質を香りで表現しています。 

 

 

 

 

 

 

 

https://jp.loccitane.com/ 
 

 

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：工藤、小田、園部 

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：森川、藁科、馬場 

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 

ロクシタンとは 

https://jp.loccitane.com/
mailto:pressroom@hotel-chinzanso.com
mailto:hotel-chinzanso-tokyo@scramble.jp

