オークラ プレステージホテル 台北
The Okura Prestige Taipei

オークラ プレステージホテル 台北は、
「オークラ」
ブランド

The Okura Prestige Taipei is the ultra-five star hotel

Rocco Design Architects Limite。内装は、Chhada,

design of the hotel exterior is the latest work by the

が 誇るプレステ ージシリーズ の 5 つ 星 ホテル 。外 観 は 、 under the legendary Okura Hotels & Resorts. The
Siembieda & Associates Ltd社が手掛けました。
モダン

クラシックなヨーロッパテイストを基調としたロビーは、細

部にまでヨーロッパのクラシックな要素を巧みに盛り込ん

だトーテムやシャンデリアが、落ち着いた雰囲気を作り出し

ています。

famous Rocco Design Architects Limited from Hong
Kong. The interior design is led by Chhada,
Siembieda & Associates Ltd. from Hong Kong, which
specialises in architectural design for hotels. The
theme of the lobby is European new modern classic
which incorporates simple colours into modern
spaces with crystal lighting to create a low-key,
calming ambience.

プロフィール
国・地域
カテゴリー
オープン
部屋数
オーナー
設計
代表製品
TOTO採用製品
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台湾
カテゴリー5つ星ホテル
2012年
208部屋
日本大倉ホテルグループ
香港許李厳建築師事務有限公司
ネオレスト、
ウォシュレット
ネオレスト
（CES9786、CES9573、CES9911TG）
便器（CW886SGU、TC391）
手洗い器（L546GU、LW586CGU、L537U、
LW240CJU、L238CGU、SK322、L238CGUT1）
水栓金具（TWL701、TX119LGV1、TMC95R、
TWEN41AX）

Details
Country/Area
Category
Opened
Rooms
Owner
Designer
Products
Product number
NEOREST
Toilet
Lavatory

TAIWAN
Hotel *****
2012
208
Hotel Okura Co., Ltd
Rocco Design Architects Ltd
NEOREST，WASHLET

Faucet

CES9786，CES9573，CES9911TG
CW886SGU，TC391
L546GU，LW586CGU，L537U，LW240CJU，
L238CGUT1，SK322，L238CGUT1
TWL701，TX119LGV1，TMC95R，TWEN41AX

Web

http://www.okurataipei.com.tw
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デザインにこだわった208の客室は、
どれも開放的な構造

になっています。寝室、浴室、そしてバスルームで、安心かつ
快適な時間を過ごせます。ホテル全体は最新のヨーロッパ

の雰囲気を取り入れつつ、機能とデザインを巧みに融合さ
せています。中には、中国と日本の要素を取り入れている部

屋もあります。寝室に大きな桜、
ヨーロッパのトーテム、そし

て裁縫のデザインなどが盛り込まれ、落ち着いた品のある空
間に仕上がっています。

バスルームは、
「日本の生活」
というコンセプトをデザイン

に落とし込みました。例えば、床と近い色合いを採用し、空

間全体を温かく見せました。さらに間接照明で空間をより
広々と見せる演出も行っています。バスルームにはTOTO全

自動便座を採用。
また、入浴スペースには21インチの防水テ

レビと、床まである大きな窓を設置し、
リラックスしながら1

The hotel offers 208 exclusively designed
guestrooms. Built with seven different room types,
they utilise soft lighting to illuminate the spacious
three-meter high ceiling space. Sliding-partitions
freely divide the bed-room, bath area and powder
room, offering guests the most comfortable and
relaxing experience. The European, Chinese and
Japanese themes are fused into the design, with the
bedroom using a cherry blossom motif and
European totem and sawing arts- an expression of
contemporary living. A luxury in modern living, the
bath tub and shower are separated to give guests a
larger and more comfortable bathroom space.
Some guest rooms have a private balcony that

日の疲れを癒すことができるようにしました。一方で洗練さ

offers an exclusive city view for our guests.

はかり、他方で日本の自然との調和という側面を取り入れる

Each room is equipped with separate dry-wet

れた西欧のデザインを通じて機能性と美意識のバランスを

ことで、人々にリラックスしたひと時を楽しんでもらうことが
できるようになります。

bathing facilities, one with a large bathing tub with
21 inch waterproof TV and an independent shower
room and another powder room which provides a
multi-functional toilet. An HD TV, high-speed internet
connectivity, an electronic safe all ensure your
convenience and comfort. In addition, guests can
enjoy a workout at the fitness centre, a leisurely swim
in the outdoor heated swimming pool, and unwind
at the massage facility, all without any disturbance.
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