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Four Seasons Hotels & Resorts

CW923
FBY1820CHPWV10

http://www.fourseasonspdhotel.com

フォーシーズンズホテル プドンシャンハイは、この街で２軒
目のフォーシーズンズホテルです。上海は、その現代的な優
雅さや都会的スピード感から、中国で最もモダンな街として
知られています。中でもモダンな香りに溢れるこのホテルは、
上海金融貿易地区陸家嘴の中心地に位置します。多彩な発
展を遂げるこの街の中でひと際輝きを放ち、多くの人々を惹
きつけています。

The Four Seasons Hotel Pudong is the second hotel 
opened by Four Seasons Resorts and Hotels Group. It 
strategically located in the core area of Pudong 
Lujiazui Financial Area and exhibits the 
overpowering charm in modern and elegant 
Shanghai city. Due to its superior location, it costs 
only a several-minute walk to IFC, Shanghai World 
Financial Center, Oriental Pearl TV Tower and 
Shanghai Ocean Aquarium.

Four Seasons Hotel Pudong, Shanghai

フォーシーズンズホテル
プドンシャンハイ



陸家嘴という最高のロケーションを誇るフォーシーズンズ
ホテル プドンシャンハイは、187の客室とスイートルームが
あります。21世紀マンションの30～40階という高さにあ
り、慌ただしい大都市の上空で、上海のArt Decoな雰囲気
を感じることができます。また、ホテル全体の雰囲気に大き
な影響を及ぼしているのは、新古典主義。濃厚な色彩を放
つ内装など、豪華で気高い雰囲気は、この建物を上海らしい
華やかさに仕上げています。
中華レストラン「尚席」は上海の伝統的な要素をベースにに
しつつ、フランスのトレンドである新古典主義の要素を加え
ています。贅沢な雰囲気の内装は、中国らしさを引き立て、
「尚席」をよりオリエンタルなお店にしています。
究極の宿泊体験のため、バスルームにも徹底的にこだわっ
ています。大理石の浴室には、デザイン性抜群のTOTOの浴
槽や便器、ホテルオリジナルのアメニティー。自宅にいるか
のような”日常的な温かさ・快適さ”を実感することでしょう。
知性、ヒューマニティー、ハイセンス。これら3つの要素が、心
ゆくまで贅沢なひと時を人々に与えるでしょう。

The Four Seasons Hotel Pudong owns 187 deluxe 
rooms and suites, which are all on the 30-40th floors 
of the 21st-century, Art-Deco style mansion. The 
whole architecture diffuses the splendid 
Shanghai-style of classic design that exudes 
solemnity and elegance. This reserved tone creates 
an overarching feeling of modernity and luxury. The 
Chinese restaurant, Shang-Xi, offers fine Chinese 
cuisine specialising in local and Cantonese dishes. 
The design concept of Shang-Xi is inspired by a 
fusion of Shanghai modernity with traditional 
Chinese culture making it Shanghai’s most dynamic 
as well as most discreet of restaurants.  In order to 
provide impeccable and considerate services to 
esteemed guests, The Four Seasons Hotel Pudong 
select a series of premium sanitary products. 
Well-equipped marble decorated bathroom with 
stylish TOTO bathtub, TOTO toilet and The Four 
Seasons Hotel’s exclusive health and bath-care 
products, every quest here could feel the cozy and 
comfortable ambience just like home. Serene, sexy 
and exclusive, The Four Seasons Hotel Pudong make 
you fully enjoy the life and fulfill the dream.
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