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ホテル椿山荘東京 

 

桜の季節だけの人気ステイプランが新商品を加えて再登場！ 

L'OCCITANE×ホテル椿山荘東京 期間限定コラボレーション 

チェリーブロッサムを満喫するステイプランやトリートメントプラン 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホテル椿山荘東京（東京都文京区・総支配人：山下 信典）は、ロクシタンとコラボレーションをし

た、桜の季節限定のバスタブから庭園を望むビューバススイート宿泊プランを 2022 年 3 月 2 日（水）よ

り提供いたします。 
 

ホテル椿山荘東京の桜シーズンは、一足早く 2 月から始まります。早咲きの河津桜が春の訪れを告げると、

桜シーズンのフィナーレを飾る八重桜が花開く 4 月中旬まで、時期をずらしながら様々な種類の桜が開花し、

庭園を美しく桜色に染めます。 

そんな桜シーズンを贅沢にお楽しみいただける、ロクシタンとの桜の季節限定コラボレーションプランは、

昨年 約 400 名以上のお客様にお楽しみいただいたご好評のステイプランです。 

 

ロクシタンの「チェリーブロッサム」シリーズの世界観をイメージした、バスタブから庭園を望むビュー

バススイートにお泊りいただく本年のプランでは、チェリーブロッサムのバスアメニティのほか、新製品で

ある「サクラサボン」シリーズのハンドクリームやジェリーフレグランスをはじめとする、桜香るギフトコ

レクションをご用意。また、普段ご予約が取りづらい時期の「ル・ジャルダン」のアフタヌーンティーもスパ

ークリングワインとともにお部屋にお届けいたします。南仏リュベロンの繊細な桜の香りの「チェリーブロ

ッサム」とともに、窓の外に広がる桜の景色を望むバスタイムを堪能ください。 

 

「L'OCCITANE 桜ステイ」プランでは、ご帰宅後にもご自宅で桜気分を楽しめる、限定の「チェリーブロ

ッサム」や「チェリーライム」アイテムを含むロクシタンのトラベルセットをご用意。 

また、ホテル椿山荘東京内、悠 YU, THE SPA by L'OCCITANE にて体験いただけるスパメニュー「ガーデン 

シークレット シグネチャートリートメント」のケアアイテムも、2022 年 3 月～5 月の期間は「チェリーブロ

ッサム」シリーズとなります。このメニューは、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

京の美しい庭園からインスピレーションを受けて誕生した、四季に合わせた香りのボディケアアイテムでト

リートメントを提供するメニュー。世界中で体験できるのはホテル椿山荘東京のみです。チェリーブロッサ

ムの香りに包まれる至福のリラクゼーションタイムをお過ごしください。 

 

日本の春の代名詞「桜」と国内最大級の「東京雲海」とともに、極上のお花見をご体験ください。 

 

 特設ページ： https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/sakura_stay_plan2022/ 

https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/sakura_stay_plan2022/


 

◇ラグジュアリーアフタヌーンティー in 桜ビューバススイート 

桜の季節限定でロクシタンとコラボレーションした、バスタブか

ら庭園を望むビューバススイートに泊り、特等席からお花見体験

を。お部屋の中からギフトにいたるまでロクシタンのチェリーブロ

ッサムの世界観とともに桜をお楽しみいただけるプランです。 

お部屋でお召し上がりいただけるアフタヌーンティー、ホテルで

ご使用いただくバスアメニティに加え、ご帰宅後も桜気分を楽しめ

る、ロクシタンのブランケットやトートバッグ、新製品である「サ

クラサボン」シリーズのハンドクリームやジェリーフレグランスを

はじめとする、桜香るギフトコレクションをお持ち帰り可能なギフ

トとしてご用意しております。 

 

■販売期間    ：2022 年 3 月 2 日（水）～2022 年 4 月 10 日（日） ※1 日 1 室限定 

■料金     ：ビューバススイート（93 ㎡） 

   1 室 2 名様ご利用 199,800 円～ 

※消費税・サービス料込み、宿泊税別 

■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（人数分）とスパークリングワイン 1 室 1 本 

④スパ施設（プール・温泉・フィットネスジム）ご利用 

⑤L'OCCITANE バスアメニティ 

⑥L'OCCITANE 桜香るギフトコレクション（お一人様 1 セット） 

※アフタヌーンティーは時期により内容が異なります。 

 （3.2～3.14 ストロベリー＆チョコレートアフタヌーンティー／3.15～4.10 桜＆宇治茶アフタヌーンティー） 

 

■L'OCCITANE バスアメニティ  

・チェリーブロッサム シャワージェル 35ml 

・シトラスヴァーベナ シャンプー 50ml 

・シトラスヴァーベナ コンディショナー 50ml 

・シトラスヴァーベナ シャワージェル 50ml 

・シトラスヴァーベナ ボディミルク 50ml 

 

■L'OCCITANE 桜香るギフトコレクション 

・チェリーブロッサム リップバーム 12ml 

・ハッピーチェリー シャワージェル 75ml 

・ハッピーチェリー ボディミルク 75ml 

・チェリーブロッサム ソフトハンドクリーム 10ml 

・サクラサボン ハンドクリーム 30ml 

・サクラサボン ジェリーフレグランス 10ml 

・サクラサボン ボディミルク 6ml 

・ハッピーチェリーポーチ 

・L'OCCITANE オリジナルミニタオル 

・L'OCCITANE オリジナルふんわりブランケット 

・L'OCCITANE オリジナルトートバッグ 

・L'OCCITANE オリジナルルームシューズ 

・デリシャス&フルーティ チアリングマスク 

・シア リフレッシングコットン 

・レーヌブランシュ イルミネイティングフェイスウォーター 30ml 

・レーヌブランシュ ブライトコンセントレートセラム 4ml 

・レーヌブランシュ ブライトモイスチャージェルクリーム 1.5ml 

・レーヌブランシュ リッチクリーム 1.5ml 

 

■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=1571&hi_id=47&lang=ja-JP 

期間限定桜ステイプラン 

https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1571&hi_id=47&lang=ja-JP


◇L'OCCITANE 桜ステイプラン ～桜・雲海・都会の夜景を堪能～ 

ご宿泊のお客様のみお楽しみいただける早朝の庭園散策。この時期にしか見ることのできない、花咲く桜

や幻想的な雲海を体験いただけます。ご帰宅後にもご自宅で桜気分を楽しめる、限定の「チェリーブロッサ

ム」アイテムを含むロクシタンのトラベルセットをご用意しました。 

 

■販売期間 ：2022 年 2 月 8 日（火）～2022 年 4 月 10 日（日） ※室数限定 

■料金  ：プライムスーペリア（45 ㎡） 

   シティビュー  1 室 2 名様ご利用 47,500 円～ 

   ガーデンビュー 1 室 2 名様ご利用 52,500 円～   

※消費税・サービス料込み、宿泊税別 

■内容  ：①【ご宿泊】プライムスーペリア／プライムデラックス 等 

   ②【朝 食】洋食・和食から選べる朝食（レストラン） 

   ③L'OCCITANE トラベルセット（お一人様 1セット） 

 

■L'OCCITANE トラベルセット 

・チェリーライム シャワージェル 75ml 

・チェリーライム ボディミルク 75ml 

・チェリーブロッサム オードトワレ 7.5ml 

・チェリーブロッサム ソフトハンドクリーム 10ml 

・レーヌブランシュシリーズ スキンケアサンプルセット 

・L'OCCITANE ミニタオル 

・L'OCCITANE オリジナルペーパーバッグ付 

 

■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=1570&hi_id=47&lang=ja-JP 

 

 

 

◇「ガーデン シークレット シグネチャー トリートメント」 

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、春夏秋

冬の季節にあわせた香りを楽しめるボディトリートメント 60 分を組み合わせたスパメニュー。3 月～5 月は

チェリーブロッサムを使用し、桜の香りに包まれる至福のリラクゼーションタイムをご提供いたします。 

 

■販売期間 ：通年 

■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 

 

※2022 年 3 月～5 月はチェリーブロッサム製品の 

プチギフトセットプレゼント 

 

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

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

 

 

 

 

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。 

チェリーブロッサムプラン 

ロクシタンとは 

 

https://www1.fujita-kanko.co.jp/fujita-kanko/stay_pc/rsv/detail_plan_calendar.aspx?smp_id=1570&hi_id=47&lang=ja-JP
https://hotel-chinzanso-tokyo.jp/relaxation/spabyloccitane/


 

ホテル椿山荘東京は、2022 年 11 月 11 日に開業 70 周年を迎えます。 

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。「いつの時代も、その時代が必要とするオア

シスであり続ける」という想いの下、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寛ぎの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：園部、中野 

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、須田、藁科 

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 
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