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「一般医療機器」の「超高機能パジャマ」の特典付き！持ち帰りも可
高級マットレスや全身エステシャワーで極上の癒しを...
東京駅前ミシュラン掲載ホテルで「快眠とくつろぎ」テーマの宿泊プラン販売
旅館創業から 120 年続く老舗、ホテル運営の龍名館（東京都千代田区）は、東京駅前のミシュラン掲
載ホテル「ホテル龍名館東京」（中央区八重洲 1）で、持ち帰れる「一般医療機器」の“超高機能パジャ
マ”の特典を、高級マットレスやエステシャワーのある客室に付けた、「快眠とくつろぎ」がテーマの宿泊
プランを販売します。期間は、2020 年 2 月 1 日（土）から 3 月 31 日（火）宿泊分までです。
対象の客室は、全てダブルルームです。1 泊 1 室で通常税込 16,200 円～の料金を、2 万円超の高
級パジャマを宿泊者 1 人につき 1 着（上下セット）お付けし、今回特別に同 26,200 円～に抑えて販売し
ます。予約は、本日 1 月 23 日（木）から HP 上で受け付けます。
本プランの目玉特典は、特殊繊維を使用し、着るだ
けで安眠や疲労回復を促す、「一般医療機器」のリカ
バリー（疲労回復）ウエアブランド「リフランス」（販売：
HL コーポレーション）の“超高機能パジャマ”です。
同商品は、その効果が口コミで広がり、慢性疲労の
ビジネスパーソンや健康志向の方々から支持されてい
ます。「東急ハンズ」で大ヒットするなど、いま注目の快
眠アイテムです。

2 万円超の高級“疲労回復パジャマ”でぐっすり♪

出張や観光でお疲れのお客様も、客室ですぐに「リフランス」にお着替えいただき、極上のリラックスタ
イムをお過ごしいただけます。パジャマは持ち帰りも可能なので、自分へのご褒美にオススメです。
さらに、より“安眠効果”を求める方向けに、通常税込 4950 円の「リフランス」の“快眠&美容アイマスク”
を、本プラン限定で同 1500 円の追加料金で付けます。目の疲れ、クマのケアにイチオシです。

寝具メーカー「西川」の最上級マットレスと枕で“快眠”をサポート
本プランは、全客室に“睡眠環境”にこだわった寝具を備え付けています。ベッドのマットレスは、老舗
寝具メーカー「西川」の最上級モデル「エアーSX」を採用。多くのアスリートも愛用している最高品質の
マットレスで、柔軟性と硬度を備えた特殊構造により、寝る姿勢を自然なままキープする点が特長です。
枕も同社の「エアー4D」で、立体的なフィット感と温度調節機能で、より深い眠りへと導きます。

畳敷きスペースで“和のくつろぎ”も…
今回の宿泊プランでは、「東京駅から最も近いモダ
ン旅館」をコンセプトに掲げたデザインルームもご利用
いただけます。
同ルームは、和洋室をイメージし、靴を脱ぎ、足を伸
ばしてゆったりできる畳敷きのスペースや、高床の小上
がりにちゃぶ台を置いたリビング風の部屋を設けていま
す。旅館スタイルで、“和のくつろぎ”を提供します。

“全身エステ”ができるシャワーヘッドで疲れを癒して♪
客室のバスルームには、シャワーヘッド「nude（ヌード）」（製造：if_isolafelice）を完備しています。
水の出る穴が 0.4mm と極細で、泡と勘違いするほど、柔らかい水圧なのが特徴です。髪やお肌へ
のストレスを軽減しつつ、マイクロ・ナノバブルの高い洗浄作用で、汚れをしっかりと落としながら、エステ
気分で疲れを癒していただけます。

「入浴後」「就寝前」「起床後」にあわせてブレンドしたオリジナル日本茶を用意
「日本茶インストラクター」の資格を有する当社のスタッフがブレンド
した、くつろぎタイムにオススメの日本茶 3 種も客室にご用意します。
シャワー後にオススメのショウガをブレンドした和紅茶「保温」、お
休み前にもお召し上がりいただける低カフェインのほうじ茶「リラック
ス」、目覚めの一杯にぴったりの抹茶をブレンドした深蒸し煎茶「覚醒」
の 3 つのテーマに沿った、オリジナルティーです。
“超高機能パジャマ”「リフランス」について…天然ミネラルで血流改善！安眠や疲労回復に
着るだけで安眠や疲労回復を促す、「一般医療機器」のリ
カバリー（疲労回復）ウエア「リフランス」は、婦人服縫製の国
内大手、小島衣料の子会社、HL コーポレーションが、2019
年 9 月から本格発売しています。
「リフランス」のパジャマやアイマスクなど全商品は、シリカ
やトルマリンなど 7 種の天然鉱石の混合体「プラウシオン
（R）」をコーティング（含浸）した特殊な繊維や生地※を使っ
ているのが特長です。※繊維と生地は（株）プラウシオンテックス製
鉱石が発する遠赤外線が、自律神経（交感神経と副交感神経）のなかでもリラックス状態に働く副交
感神経に作用。筋肉の緊張をほぐし、血流を促し、疲労回復（リカバリー）や安眠へと導きます。

宿泊プラン概要 ※価格は税込表記
名称

【自社・フォーラスルーム限定!!】快眠プラン。高級パジャマ付き☆彡

対象期間

2020 年 2 月 1 日（土）～3 月 31 日（火）

予約期間

2020 年 1 月 23 日（木）～3 月 30 日（月）
※ホテル公式ホームページ（https://www.ryumeikan-tokyo.jp/）にて予約受付

部屋価格

＜1＞ フォーラスダブル A -TATAMI ROOM＜2＞ フォーラスダブル B -TOKYO SOHO-

(1 名)：26,200 円～、(2 名)：36,200 円～
(1 名)：29,200 円～、(2 名)：39,200 円～

＜3＞ フォーラスダブル C -JAPANESE MODERN- (1 名)：32,200 円～、(2 名)：42,200 円～
部屋特長

＜1＞ 19.74 平米／靴を脱いで過ごす和洋室。部屋奥を畳風の高床にして「縁側」を演出。足を

客室面積

伸ばしてくつろげます
＜2＞ 22.84 平米／機能的なコーナーキャビネット、大きなソファ、ホワイドボード、ラウンジのよう
な広いリビングコーナーが特長。「SOHO」（＝自宅オフィス）の通り、ビジネス利用に特化
＜3＞ 26.99 平米／部屋奥を畳の高床にして、ちゃぶ台と低めのソファを置く、広いお部屋で
す。高級旅館にいるような、ゆったりとしたお時間を過ごせます

特典

◇「リフランス」のパジャマをお一人一着、お付けします （商品はお持ち帰りいただけます）
※商品詳細 （レディース、メンズから選択可）
…「ふんわり 3 重ガーゼパジャマ レディース」 （通常 24,200 円）（色:ネイビー）
（サイズ・身長目安:S（150～158cm）、M（154～162cm）、L（158～166cm）から選択可）
…「ふんわり 3 重ガーゼパジャマ メンズ」 （通常 25,300 円）（色:グレー）
（サイズ・身長目安:M（165～175cm）、L（170～180cm）、XL（175～185cm）から選択可）

補足

・追加 1,500 円で、「リフランス」のアイマスク「スリープマスク」（通常 4,950 円）もお付けします
・一人あたり追加 2,500 円で、朝食「東京ブッフェ」の追加が可能です

ミシュランガイド 9 年連続掲載&トリップアドバイザーで好評価
東京駅前のスモールラグジュアリーホテル「ホテル龍名館東京」について
「ホテル龍名館東京」（八重洲）の元々は、1899 年（明治 32 年）
開業で、現在も営業中の「ホテル龍名館お茶の水本店（旧旅館
龍名館本店）」（神田駿河台）の分店として開業した、「旅館呉服
橋龍名館」（1963 年「ホテル八重洲龍名館」に改称）です。
源流である「旅館龍名館本店」は開業以来、画家や作家、芸術
家など文化人に愛され、日本画家では川村曼舟や伊東深水らが
泊まったこともある伝統ある旅館です。
作家の幸田露伴の次女である幸田文が、小説「流れる」で、帝
国ホテルと並び在京の名店に挙げたほか、宿泊いただいた画家が宿泊代の代わりに自身の絵を置く
などのエピソードが残る老舗です。
その文化を汲む「ホテル龍名館東京」は、世界主要都市の高級ホテルのデザインを多数てがけるデ
ザイナー、ジョー・リベラ氏による内装と、和・洋が融合した気品のある優美なしつらえが特長です。男
性イメージのビジネスホテルとは一線を画すスモールラグジュアリーホテルとしてお客様に定着。東京
駅前徒歩 3 分という好立地で、ビジネスはもとより旅行の拠点としても多くご利用いただいています。
これまでにミシュランガイドで 9 年連続（2012～2020 年）の二ツ星（パビリオン）を獲得しているほか、
日経トレンディ「2012 年ホテルランキング」のビジネスクラス部類で全国 1 位となるなど、高い評価を得
ています。また世界最大の旅行口コミサイト「TripAdvisor（トリップアドバイザー）」では、2011 年度より
8 年連続のエクセレンス認証を受賞し、殿堂入りするなど、外国人観光客にも人気を集めています。

ホテル龍名館東京 概要
施設名

ホテル龍名館東京

開業日

2009 年 6 月 1 日

住所

東京都中央区八重洲 1-3-22

客室

シングルルーム、ツインルーム、スイート等 12 種類の客室をご用意

施設

客室 135 室、レストラン 2 軒

電話

03-3271-0971

交通

JR 東京駅八重洲北口から徒歩 3 分

宿泊料金

21,000 円～ ※2019 年 6 月より改定

HP

https://www.ryumeikan-tokyo.jp/

――――― 報道各位からのお問い合わせ先 ――――
（株）龍名館 広報担当 山口、濱田（はまだ） 03-5298-2988（tel） p.r@ryumeikan.co.jp
広報事務局（Clover PR 内） 富田、福本、澤本 03-6452-5220（tel） cloverpr@cloverpr.net

