ウォルドルフアストリア
上海オンザバンド
Waldorf Astoria Shanghai On The Bund

ウォルドルフは、世界で最も豪華で有名なホテルのひとつで
す。イギリス女王をはじめ、ローマ法王、石油王、
アメリカ大

統領、政界の大物やトップスターが、
この地に足を踏み入れ

ています。

ひとたびロビーに足を踏み入れると、歴史に対するデザイナ
ーの敬意が感じられます。10mの吹き抜けホールのインテ

リアは、
まるでイギリスの宮殿のようです。ホールの左手側に

は、
ファーイースト賞を受賞した輝かしいカウンターが待ち
受けています。1世紀という時の流れを経て、再びこの世にそ

の姿を現しました。

夜になるとジャズバンドが美しい音色を奏で、着飾った人々

が舞台で歌い踊り始めます。その様は、かつての上海に戻っ

たかのような気分になるでしょう。

Waldorf hotel is one of the most luxurious and
famous five-star hotels in the world. The Queen of
England, the Pope, the Oil Prince and the US
President have all left their footprints here. You can
feel the designers’ respect for the history as you
enter into the lobby and view the ten-meter-high
ceiling that is decorated similarly to the British Royal
Palace. On the left side of the lobby stands the
L-shaped gallery bar, which once won the award for
the longest bar of the Far East. After a century of
absence, the Waldorf Astoria has been meticulously
restored to once again become a prominent
building structure. The architecture can transport
you into the old Shanghai with jazz notes floating
through the evening air accompanied by
magnificent singing and dancing.
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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
設計会社
部屋数
TOTO採用製品

中国
5つ星ホテル
2011年
ヒルトンワールドワイド
HBA
260部屋、
スイートルーム
便器（ネオレストCES9683JCS）
浴槽（FBY1710CPV27）

ホテル改修時に、客室総数40室から20部屋のスイートルー

ムにしました。白を基調とした光沢のある木材を使用したフ
ロアに、
マホガニー製の家具と銀色のテーブルクロス、照明

と内装とが混じり合い、互いに輝きを放っています。

レストランは、広々とした空間とゆったりと腰掛けられるソフ

ァーがあり、人々を心地よい気持ちにしいます。インテリア

は、最新のLEDディスプレイ、サウンドバー、内蔵型ブルーレ

イプレーヤーを備え、
ヨーロッパのクラシック要素とモダン
Details
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な魅力が融合しています。広大なバスルームは、黒と白が混

CHINA
Hotel *****
2011
Hilton Worldwide
HBA
260
NEOREST CES9683JCS
FBY1710CPV27
http://www.waldorfastoriahotels.com.cn/SHAWAWA/

ざり合う美しい大理石が使用されています。中でも、TOTO

During the process of restoring the traditional
architecture into the ultimate luxury hotel, perhaps
the most important and notable aspect is the
transformation of its original 40 rooms into 20 luxury
suites. Pleasant living rooms with cozy sofas and
spacious meeting spaces are decorated with a
classic European style, while the latest LED flat
screen, bar style audio electronics and inset blue-ray
VCR, brings the latest in modern technology. The
spacious toilet is decorated with a gray textured

ネオレストは、上品かつシンプルで、バスルームをひとつの雰

marble that is specifically used for sculpture. What is

クラシックな雰囲気に満ちています。客室の窓からは、外灘

integrates beautifully with the whole bathroom. A

囲気に統合させています。TOTOの浴槽はヨーロッパ調で、 more, the simple but elegant TOTO NEOREST toilet

の美しい黄浦江と、歴史的建造物群を望むことができ、四川
路で繁栄を遂げた古き上海の街並みを楽しめます。古い街

並みに息づく趣や伝統、加えて現代美を感じることで、
この
瞬間がより素晴らしいものに感じられるのです。

European style TOTO bathtub is filled with rich
classical designs. Through the windows of the suite,
the guest can enjoy the fantastic view of the
Huangpu River and the stretch of historical buildings.
The guest also can enjoy the prosperity of Sichuan
Street and feel the unique charm of the old town.
Here at the Waldorf Astoria, historical nostalgia
meets modern classical elegance.
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