ロッテホテル
モスクワ
Lotte Hotel Moscow

モスクワで素晴らしい体験を過ごす場所として、ロッテホテ

The five-star hotel, conveniently located at 8

ル モスクワが最もふさわしいといわれています。
この5つ星

Novinskiy Boulevard in the heart of Moscow’s

快適な客室とスイートルーム、そして自慢のレストランが用

rooms and suites. Lotte Hotel Moscow also features

ホテルは金融とショッピングの中心地にあり、300以上もの

financial and shopping districts, has 304 spacious

意されています。
まずはミシュラン三ツ星シェフのピエール・ first-class dining options featuring internationally
renowned names. Among them is Les Menus, serving
ガニェール氏が生み出す、芸術作品のようなフランス料理が
classic French dishes artistically transformed by a
味わえるLes Menus。
日本の優雅な雰囲気をとりいれたア
Michelin three-star chef Pierre Gagnaire, and MEGU,
メリカのレストランで、異国の美食に舌鼓を打つことができ
a Japanese fusion restaurant from New York. In the
るMEGUなど。バーのカクテルでは、心からの安らぎを感じ
hotel bar, The Lounge, guests can relax and enjoy
られます。
premium cocktails, elegant meeting and
雰囲気の良いミーティングスペースや、充実した設備が揃

うバーフロアが、
ビジネスマンに素晴らしいひと時を提供し
ています。
さらに、著名なMandara SPAには最新設備が完

備したジムやプールがあり、健康的な生活を送りたい人々に

もぴったりのホテルになっています。

convention facilities, and an innovative Club Floor
for business travellers. Those seeking wellness and
fitness will find the world-famous Mandara Spa, a
fitness club and modern swimming pool. The
ten-storey building also has a large underground car
park. The hotel is close to the city’s main attractions
and entertainment options. The outstanding service
aims to anticipate guests’ needs and exceed
expectations.
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プロフィール
国・地域
カテゴリー
オープン
オーナー
部屋数
TOTO採用製品

Details
Country/Area
Category
Opened
Owner
Rooms
Product number

Web
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ロシア
5つ星ホテル
2010年9月
ロッテグループ
262部屋の客室、38部屋のラグジュアリースイートルーム
Urinal 1.0 Gpf/3.8 Lpf、toilets CS880BRU、
WASHLETs SG TCF 491K、
Washbasins WHITE L548、bathtub TOTO KIKI

RUSSIA
Hotel *****
September 2010
Lotte Hotels and Resorts
38 luxury suites and 262 rooms
Urinal 1.0 Gpf/3.8 Lpf, toilets CS880BRU,
WASHLETs SG TCF 491K,
washbasins WHITE L548, bathtub TOTO KIKI
www.lottehotel.ru

ロッテホテル

モスクワで採用されているTOTO製品は、訪

TTOTO products further underscore this focus on

れた人々に常に驚きを与えています。浴槽、手洗い器、便器、 service and luxury. They are featured in the public

ウォシュレットなどがTOTO製で共用スペースでもスイート
ルームでも採用されています。
ジュニアスイートルーム、エグ

ゼクティブスイートルーム、そしてシャーロットスイートルー

ムのいずれの部屋でも、TOTOがもたらす驚きを体験できま

areas, the Superior, Deluxe, Luxury and Atrium
rooms, and in the following luxury suite categories:
Junior Suite, Executive Suite and Charlotte Suite. The
hotel is equipped with TOTO bathtubs, washbasins,

す。

toilets, urinals and WASHLETS.

す。すべてが利用者の快適な体験をイメージしてつくられて

"TOTO products represent the fusion of design and

「TOTO製品はデザインと技術を見事に融合させていま

いるのです。我々にとって、お客様の存在は何より重要で、
こ
の考えを我々が提供するサービスに込めて仕事をしていま

す。我々がTOTO製品を採用する理由はまさにここにあるの

です」。ホテルの副社長、ジェイソン・チョー氏はこのように
述べています。

integrated technology to provide the ultimate in
comfort. Guests are very important to us at Lotte
Hotel, which is reflected in our service and
amenities. This is why we decided to choose TOTO
bathroom products,” explained Jason Cho, Deputy
General Manager at Lotte Hotel Moscow.
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