
 
 

報道関係者各位  

2021 年 10 月 4日

株式会社クレドインターナショナル 
 

 
 

ホテルスパ事業を行う株式会社クレドインターナショナル（所在地：東京都中央区銀座6-7-18、代表取

締役社長：白井 浩一）は、このたび、ロイヤルパークホテル（所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-

1、総支配人：笹井 高志）内に「LA VILLA Spa by L’OCCITANE Tokyo」を2021年10月1日（金）にオー

プンいたしました。 
 

ロクシタンスパ「LA VILLA Spa by L’OCCITANE Tokyo」がロイヤルパークホテル5階に都内初出店 

 

ホテル5階に、新たにオープンしたロクシタン製品を使用したリラクゼーションサロン「LA VILLA Spa by 

L’OCCITANE Tokyo」では、厳選された自然原料と世界中の伝統的なトリートメント技術の融合で、世界

中にファンを持つロクシタンスパのトリートメントをご堪能いただけます。 

 心地よい香りとやすらぎに満ちた空間で、確かな技術と経験から培われた独自のマッサージはお客様を

真の感覚へと導き、自然の恵み豊かなプロヴァンスの世界へお招きします。 

 

ロクシタンで人気のシリーズをコンセプトにした、4つのトリートメントルーム 

「LA VILLA Spa by L’OCCITANE Tokyo」では、4つの完全個室のトリートメントルームをご用意しており

ます。トリートメントルームごとにロクシタンの人気シリーズをイメージした、自然の恵み豊かなプロヴ

ァンスを感じられる空間となっております。 

 なお、“アクアレオティエ”を使用したトリートメントメニューは、LA VILLA Spa by L’OCCITANE 

Tokyoのみでご提供する特別メニューです。

都内初進出 

 『LA VILLA Spa by L’OCCITANE Tokyo』 
2021年10月1日（金）、ロイヤルパークホテル5階にオープン 



 

1.「Immortelle」（イモーテル） 

 

 イモーテルは摘み取った後も、鮮やかな色を保ち続ける、

類まれなる生命力をもつ神秘の花。 

「永久花」と呼ばれるイモーテルから抽出した貴重なエッセ

ンシャルオイルは、古来より高い再生力があると言われてい

ます。 

 

 

 

 

 

2.「Aqua Reotier」（アクアレオティエ）  

 

 自然あふれる南仏プロヴァンス地方の小さな町、レオティ

エ。 

 そこから流れ出る温水は、カルシウム含有量が高いミネラ

ルを豊富に含み、肌をたっぷりのうるおいで満たします。 

 

 

 

 

 

 

3.「Lavande」（ラベンダー） 

 

 プロヴァンスを代表するハーブ、ラベンダー。 

リラックス効果に優れ、プロヴァンスの大自然に、包みこま

れるような香りで、穏やかな時間を過ごせます。 

 

 

 

 

 

 

 

4.「Rose」（ローズ） 

 

 幸せを呼び込むパワーを持つプロヴァンスのローズ。 

 摘みたてのまま閉じ込めたフレッシュなローズと、ローズ

が咲く庭に漂う様々な草花や果実の自然の香りも届けます。 

 

 

 

 

 



【施設概要】 

施設名    LA VILLA Spa by L’OCCITANE Tokyo 

所在地    東京都中央区日本橋蛎殻町2-1-1 

              ロイヤルパークホテル5階 

電話     03-5641-4641（店舗直通） 

オープン日  2021年10月1日（金） 

営業時間   12:00～21:00（最終入店 20:00） 

 

【LA VILLA Spa by L’OCCITANE Tokyoメニュー（一部）】 

ボディ        リラクシング アロマコロジー トリートメント 60分   ￥20,240 

           シア ナーチャリング トリートメント 90分       ￥27,830 

フェイシャル     イモーテル ディヴァイン シークレット 90分       ￥32,890 

ﾌｪｲｼｬﾙ＆ﾎﾞﾃﾞｨ     ディスカバリー エクスペリエンス 90分          ￥30,360 

                      アクアレオティエ リフレッシング デライト 90分    ￥30,360 

※料金には、消費税が含まれます。 

 

【ロイヤルパークホテルについて】 

地上 20 階、 地下 3 階、 客室 419 室、 1000 平方メートルを誇る宴会場を備え、お客様の幅広い

ニーズにクオリティの高いサービスを提供するフルスペックホテル。 

「食のロイヤルパークホテル」として、婚礼及び当ホテルでの宴会だけでなく、外部施設でも国賓や

世界のVIPを接遇してきました。 

直営レストラン・バーを手がけ、 洋食・和食・中華・ベーカー・ペストリー、各セクションのシェフ

が交流し、現在は新しい感覚での料理も追求しております。 

2019 年 6 月の開業 30 周年を機に、「CHIC TOKYO STAY～粋な街の、 意気なおもてなし～」をコン

セプトに、グローバルにも下町のローカルにも愛されるグローカルなホテルを目指します。 

 

【会社概要】 

社名 株式会社クレドインターナショナル 

代表 白井浩一 

本社所在地 東京都中央区銀座 6-7-18 デイム銀座ビル 7F 

ホームページ https://www.cred-in.com/ 

設立 2005 年 11 月 

従業員数 120 名 

セラピスト 1,200 名 

事業内容 ホテルスパ事業、企業・ホテル向けインルームスパⓇ事業、スクール事業、

スパプロダクト＆アメニティ事業、コンサルティング事業、 

ビルメンテナンス事業、温浴・サウナ事業 

国内営業地 函館、旭川、札幌、秋田、仙台、新潟、金沢、富山、東京、横浜、箱根、千葉、

さいたま、宇都宮、軽井沢、長野、静岡、浜松、名古屋、京都、大阪、神戸、

岡山、広島、松山、高松、北九州、福岡、長崎、熊本、鹿児島、那覇、石垣島 

海外拠点 アメリカ、中国、台湾、タイ、ベトナム、カナダ、スリランカ 
 

https://www.cred-in.com/


 

 

 

 
 
 

ホテルスパ事業 

当社が運営しているホテルスパブランドは、7 種類です。 

・ジャパニーズスパ『庵 SPA』 

・ジャパニーズスパ『禅 SPA』 

・アジアンスパ『SANATIO SPA』 

・モロッカンスパ『HAMMAM』 

・ハワイアンスパ『SOLANI』 

・ヨーロピアンスパ『LA VILLA SPA by L'OCCITANE』◆ 

・ブランドコンセプトスパ『Le Spa Fauchon』★ 

また、フラッグシップとして横浜ロイヤルパークホテル 49 階『ランドマークスパ』も運営しています。ス

パは、今後 5 年間で、国内 100 店舗・海外 100 店舗の出店を予定しています。 

 
◆ LA VILLA SPA by L'OCCITANE は、ロクシタン製品を贅沢に使用したオールハンド施術を提供するス

パです。南仏プロヴァンスを感じられる完全個室の空間で、心地よい香りに包まれて、日常から離れ

た癒しのひとときをお過ごしいただけます。 

表参道『Petit Spa L'OCCITANE』、大阪『LA VILLA Spa by L'OCCITANE OSAKA』、横浜ランドマーク

スパ内『LA VILLA Spa by L'OCCITANE YOKOHAMA』運営。 

 

★Le Spa Fauchon は、フォションの世界観を五感で味わうことができる世界初のスパです。スパコ

ンセプト、トリートメントシグネチャー、プロダクトまで当社が全面プロデュースしました。 

 
スパトリートメント事業 

当社は、ホテルの部屋にセラピストがお伺いし、アロマトリートメントやネイルケアを受けられる

サービス『インルームスパ®』を 2010 年より提供しています。提携ホテルは全国 28 都市 1,800 軒

以上と、国内ホテルスパ業界最大級のネットワークを展開しています。 

 
『インルームスパ®』で長年つちかったノウハウを活かし、「企業向けインルームスパ®」にあたるサ

ービス『健康経営』を 2018 年 8 月から提供しています。企業向けの新しい福利厚生サービスで、導

入企業にセラピストがお伺いし、会議室等でアロマトリートメントなどを受けることができるほ

か、リモートワークや自粛疲れの従業員の自宅などへも訪問。アロマテラピーのもたらす心地よさ

や、リラックス効果を最大限に実感でき、リフレッシュに貢献します。 

 

参考資料 株式会社クレドインターナショナルについて 

＜報道関係者からのお問い合わせ先＞ 

株式会社クレドインターナショナル 

E-mail:info@cred-in.com 

担当：熊谷 

mailto:info@cred-in.com


店舗型のホテルスパは女性の利用者が多いのに対して、営業時間等を気にせずに部屋で受けること

ができる『インルームスパ®』は、出張中のビジネスマンを主とする男性の比率が高いという特徴があ

ります。当社は、働く方々にこそ「時間を有効活用してリラクゼーションを受けたい」というニー

ズがあると捉え、企業向けのサービスを開始しました。 

 

温浴・サウナ事業 

世界のスパやスパプロダクトを知り尽くし、国内外で高級ホテルスパを展開している当社ならでは

の視点で、カジュアルながらも高品質な温浴施設を運営しています。2020年11月に広島県呉市へ当

社初の温浴施設となる『SPA SOLANI 大和温泉』をプレオープン、2021年は2月に静岡県浜松市へ 

『かじまち温泉 SPA SOLANI』、4月に千葉県印西市へ『アジアンSOLA SPA牧の原モア温泉』をオープン。

今後3年間で10店舗を予定しています。 

 

 
スパプロダクト＆アメニティ事業 

国産アロマオイルや石けん、ヘアケア製品など、美容にまつわる日本の優れた製品をブランド化してイ

ンバウンドのお客様を中心に販売しています。 

今後 3 年間で、国内外のホテルや空港等に、50 店舗の出店を予定しています。 

 

 
 

スクール事業 

当社は、高い技術を提供したいという考えから、エステティックにおける世界最高峰の教育機関・

国際際団体シデスコ（CIDESCO）に認定されたエステティックスクールを運営し、約1,200 名の所

属セラピストをはじめとする人材育成にも注力しています。 

 

 

コンサルティング事業 

当社は、国内外のホテルスパの設計からデザイン、コンセプト立案、プロダクト設定、企画など、年

間10件ペースで行っています。また、フランスの「ロクシタン」や「フォション」など、海外高級ブラン

ドのスパやアメニティを日本へ誘致し、ホテルの新たな付加価値の向上に貢献しています。ホテル

やブランドの世界観をもっとも輝かせるためのプロフェッショナルを各界から集結させ、案件ご

とに最善のチームを組み、当社にしかできないプロダクトやメニュー開発を行っています。 

 

 
ビルメンテナンス事業 

ホテルスパ運営で培ったホテルの状況把握や人材育成・管理のノウハウを活かし、指定管理施設の

運営、ビルメンテナンス、ホテルメンテナンス、客室清掃などを行っています。



 


