バンヤンツリー チョンチンベイベイ
Banyan Tree Chongqing Beibei

バンヤンツリー

チョンチンベイベイは、北碚区の十里温泉

城にあります。もともとスパで有名なバンヤンツリーグルー

プですが、
このホテルでは北碚の特性を活かした温泉資源

を利用し、ホテルと温泉施設を大胆に組み合わせました。
う

ち9部屋には露天風呂を設置し、訪れる人々に五感で歓び

を感じてもらい、ゆったりとしたひと時を存分に味わってい
ただけます。

建物は、重慶の山々から流れる水の風景をイメージ。外観

デザインには中国の伝統を取り入れ、内陸と重慶の要素を

ミックスさせた雰囲気に仕上げています。

部屋は、107つのスイートルームとコテージを用意。すべ

てに部屋に温泉があります。
また一部のコテージにはプライ

Banyan Tree Chongqing Beibei is situated at the foot
of Jinyun Mountain Natural Reserve in scenic Beibei
district’s 10 Mile Hot Spring Town. Banyan Tree Hotels
& Resorts is a combination of resort hotels and hot
springs, and offers high-quality recreational services
such as hydrotherapy, SPA facilities and hot springs.
The architectural style of Banyan Tree Chongqing
Beibei is inspired by the landscape and culture of
Chongqing. Its architecture was designed in the
style of the Republic of China, combined with
Chinese and Western elements as well as the
multi-layered residences of Chongqing.

ベートプールもあり、田畑に広がる山々の景色を見ながら楽

しむことが出来ます。広々としたバルコニーからは、壮大な

山々や広大な森林の景色を一望できます。
リビング、寝室そ

してキッチンなどの空間は、深森色や中性色の家具が快適
で落ち着いた雰囲気を際立たせています。
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プロフィール
国・地域
カテゴリー
設計会社
オーナー
オープン
部屋数
TOTO採用製品

中国
リゾート
シンガポールArchitrave企画設計会社
バンヤンツリーホテル＆リゾート
2013年
107部屋
便器（ネオレストCES9911CS）
浴槽（PPY1724）
浴槽蛇口
（DM324CF）
手洗い場（LW523B）

バスルームが部屋に自然に溶け込んでいる空間は、宿泊客

にとってもうれしいもの。バンヤンツリー チョンチンベイベイ
はその最たる例でしょう。
このホテルはバスルーム製品に工

夫を施しています。
まず、採用されているのはTOTOネオレス

ト。
自動で便座が開閉するだけでなく、洗浄・消臭・暖房便座

も備わっています。
スマートさと清潔さを兼ね備えた、新しい

体験をもたらすでしょう。美しい夜景の中で、優雅に入浴を

楽しみたいなら、
これほどピッタリな空間はありません。柔ら

かな輝きを放つ円形浴槽はまるで真珠のよう。優雅な雰囲

気に見事に溶け込んでいます。浴槽に入ると、幾重にも連な

Details
Country/Area
Category
Designer
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Rooms
Product Code
Toilet
Bathtub
Bathtub faucet
Lavatory
Web

る山々が目の前に広がり、静かに流れる水の音がきこえてき
CHINA
Hotel&Resort
Architrave
Banyan Tree Hotels & Resorts
2013
107
NEOREST CES9911CS
PPY1724
DM324CF
LW523B
http://www.banyantree.com/zh/chongqing_beibei/

ます。
日ごろの緊張感から解放され、心安らぐ最高の空間で
す。その他の設備も上品なものをセレクト。洗面器は独特な

円形状で、浴槽とデザイン統一をしており、調和した空間を
生み出しています。

It is often said that a perfect guest room must be
paired with a perfect bathroom. The bathroom may
appear less important than other areas, but it can
leave a lasting impression on the overall experience
of lodgers. In fact, guests expect even higher
standards for the toilets of luxury hotels. They hope to
experience something with new, unique features in
addition to high levels of comfort and a beautiful
appearance. In this regard, Banyan Tree Chongqing
Beibei undoubtedly sets the standard. All sanitary
products are specially selected. Among them the
most high-tech is the fully-automatic pedestal pan,
which automatically opens and closes the cover,
flushes and deodorises. With the TOTO WASHLET,
guests can enjoy a brand new life that is high-tech,
sanitary and healthy.
Indulge in an evening bath and lose yourself in the
picturesque surroundings. A glistening separate
pearl bathtub is the ultimate in elegance and
grace. In such a bathtub, it is an ideal way of
relaxing with the rolling mountains in front and the
running current behind. To unify the space, all the
sanitary products are chosen for their elegance and
grace. The novel and unique bowl-shaped lavatory
situated on top of a desk perfectly matches the
circular shape of the pearl bathtub, ensuring a
harmonious overall space.
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