パークハイアット広州／ PARK HYATT GUANGZHOU

パークハイアット広州は、
ハイアットブランドの中国６店舗目で、世界では37店舗目です。、南部の伝
統的な文化とハイアットのモダンなブランドイメージが融合して生まれた優雅なホテルとして、羊城を
訪れる人々の旅をより素晴らしいものにしています。
広州市中心部及びビジネス街の中心に位置し、近くを流れる珠江河をはじめ、広州タワー、広州大劇
院、広東省博物館及び花城広場と、美しいスポットに囲まれています。
アクセスにも便利で、車で白雲
国際空港まで40分、広州東駅まで15分、地下鉄まで徒歩でわずか５分です。数々の賞を受賞した著
名なアメリカの建築会社Goettschパートナーズがデザインした富力盈凱広場タワーの53〜70階が
ホテルとなっており、286mの高さから広州の美しい街並みを360度、心ゆくまで楽しめます。

Park Hyatt Guangzhou, the first urban Park Hyatt hotel in southern China and the 37th
Park Hyatt hotel worldwide.
Park Hyatt Guangzhou is located in the heart of Zhujiang New Town, the city’s gleaming
Central Business District by the historic Pearl River –and in close proximity to the Zaha
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Hadid-designed Guangzhou Opera House, Guangdong Museum and the green
expanse of Huacheng Square. -The hotel is a 40-minute drive from Guangzhou Baiyun
International Airport, a 15-minute drive from Guangzhou East Railway Station, a
five-minute walk to two major Guangzhou Metro lines, and a short drive from the
Guangzhou International Convention and Exhibition Center, making it an ideal base for
both business and leisure travelers.

パークハイアット広州／ PARK HYATT GUANGZHOU

パークハイアット広州は様々な絵画、彫刻、
など内装にこだわりました。宿泊客は、
アートギャラリーにいるような気分でホテル館内を巡り、

このホテルは２０８のゲストハウスがあり、
うち３６つはラグジュアリールームです。都心の騒々しさから離れた、心地よいプライベート空

ゆったりと落ち着いた気分を味わえることでしょう。建物内部のデザインは、
日本の人気デザイン会社スーパーポテトによるもの。至る所に、

間を演出します。内装品は、世界的に活躍する彫刻家 川俣正氏のプロデュース。川俣氏は再利用木材を使用し、斬新なコンセプトを形に

原木、金属、青連、石など、天然の原料が使われています。
それらは、中国南部の古い街から金属のパーツや古新聞などの原材料として回収

しました。身の回りの環境を、全く新しい視点から表現し、芸術をより身近に感じさせています。なた、ホテル外観が、天に昇る龍の様子に

され、再利用されたものです。伝統的な木製の窓格子から彫刻パネル、
デザイン性のある横木からひとつひとつのレンガまで、
スーパーポテ

似ていることから、
６つの独創的な作品を創作。ホテルの公共スペースに展示しました。

トは中国南部の伝統的な建築のアイデアを隅々まで反映するだけでなく、素材を深く理解し、
それらが本来持つ輝きをいかんなく発揮させ
ています。

Park Hyatt Guangzhou commissioned renowned sculptor Tadashi Kawamata, who has exhibited in the world’s leading art

The interiors of Park Hyatt Guangzhou were conceived by the cutting-edge design firm Super Potato, renowned for

spaces including the Venice Biennale and Documenta 8, to create a series of unique pieces of art for the hotel. Working

creating richly textured spaces and its use of tactile, earthy materials, including reclaimed wood, iron, brick, stone and

with reclaimed wood, Kawamata builds new and unusual structures, aiming to transform environments and present

copper, as well as salvaged materials like metal machinery parts and recycled newspaper. To reinforce a sense of locale,

observers with a fresh view of their surroundings, while prompting them to question their interaction with it. Kawamata felt

Super Potato incorporated architectural features characteristic of the region, including ornamental latticework, intricate

the building resembled an auspicious dragon soaring skywards, and inspired by this vision, he created six abstract pieces

carved-wood panels, decorative lintels, and traditional Lingnan-style brickwork.As with all Park Hyatt hotels, art is an

for the hotel’s public spaces based on the concept of a dragon inhabiting the building itself.

intrinsic element and focal feature at Park Hyatt Guangzhou, where paintings, sculptures and decorative artifacts - much

Park Hyatt Guangzhou houses 208 contemporary guestrooms, including 36 luxury suites, with floor-to-ceiling windows

of it by local artists - were specially commissioned to complement the interiors.

providing breathtaking views of the city.
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プロフィール
国・地域：中国
カテゴリー：５つ星ホテル
部屋数：208 部屋
オーナー：ハイアットホテルアンドリゾーツ

Details:
Country/Area: CHINA
Category: Hotel *****
Rooms:208
Owner: Hyatt Hotels Corporation
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