ケンピンスキーホテル イシン
Kempinski Hotel Yixing

ケンピンスキーホテル イシンは、
このエリアの高級ホテルの
草分け的存在となっています。
ヨーロッパの豪華さと中国の

伝統的な雰囲気を見事に組み合わせたこのホテルは、大き

な湖で輝く宝 石のような存 在 感を放っています。創 立は
1897年で、
ヨーロッパで最も長い歴史を持つ老舗です。

ケンピンスキーグループで共通の部分がありつつも、それぞ
れ地域に即した個性を取り入れています。そのためグループ

ロゴはホテルによって異なり、地域の文化を取り入れ、を大

切にする精神を表現しています。ロゴは、青い波に浮かぶヨ

ット。宜興の有名な風景を、独特な雰囲気を表しています。
こ
のデザインは、紫砂文化や絶景を見事に組み合わせたもの

です。

As a benchmark for superb hospitality, Kempinski
Hotel Yixing perfectly combines classic European
luxury with the essence of Chinese culture. It won
many professional awards during its one year of
operation including recognition as Best MICE Hotel.
The hotel is calmly located next to Taihu Lake but still
close to the city center of Yixing. Kempinski, founded
in 1897, is Europe’s oldest luxury hotel group and
now operates numerous hotels in Europe, Africa, the
Middle East and Asia. Embracing the local culture,
each hotel convinces with a unique character
without losing sight of its heritage. The portfolio
comprises historic landmark properties,
award-winning urban lifestyle hotels, outstanding
resorts and prestigious residences. Kempinski is a
founding member of the Global Hotel Alliance
(GHA), the world’s largest alliance of independent
hotel brands which is celebrating its 10th anniversary
in 2014.
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プロフィール
国・地域
カテゴリー
オーナー
オープン
部屋数
TOTO採用製品

中国
5つ星ホテル
ケンピンスキーグループ
2013年
446部屋
便器（ネオレストCES9683JCS）
浴槽（PJY1804PW/HPW）

ケンピンスキーホテル イシンの中心には、竹を使ったラウン

Kempinski Hotel Yixing offers various gastronomic

広々としたソファーや椅子で快適に過ごせます。中華レスト

with its four-story glass façade, provides a direct

ジがあります。4階まで貫くガラス空間で、正面には東氿湖。 possibilities for every palate. Bamboo Lobby Lounge,
ランの圓縁は、中国の伝統的な要素と、紫砂壺といった現地
の文化を混ぜ合わせています。
このホテルは、客室とスイー

トルーム、計446部屋で、全ての部屋から眼下に街を見下ろ
すことができます。宿泊客は自宅で過ごしているようなリラッ

クスしたひと時を過ごせるでしょう。中でもとっておきは、ス
Details
Country/Area
Category
Managing Company
Opened
Room Capacity

CHINA
5* hotel
Kempinski Hotels S.A
2013
446

Website

http://www.kempinski.com/yixing

イートルーム。上品なインテリアと優雅な内装が快適なひと
時を約束します。
アリストテレスの言葉に
「リラクゼーション

とエンターテインメントは生活に欠かせない一部である」
と
あるように、
このホテルはモダンデザインとゴージャスさの
融合を追い求め、新しい
「快適さ」
を提案しています。

view on the hotel’s garden and Taihu Lake and
invites guests to relax in a warm and cozy
atmosphere. YuanYuan Chinese restaurant, merging
traditional features like dark-red clay tea pots with
contemporary design, offers a variety of delicious
local and Cantonesespecialties. Additionally, guests
can savor Western tastes at Elements restaurant
while enjoying a breathtaking view over Taihu Lake
and the prospering town from the city’s highest
point. Glass and marble enrich the restaurant’s

バスルームには、TOTOネオレストを採用。上品な室内に溶

premium and contemporary design.

びた円形デザインで、入浴をかつてないほど快適なものにし

The hotel owns 446 thoroughly decorated rooms

け込むように、品よく佇んでいます。独立した浴槽は、艶を帯

てくれるでしょう。

and suites with an amazing view over the city. The
fusion of state-to-the-art design and traditional
Chinese touches enhance the cozy and homely
atmosphere. A special luxury in the bathroom is the
premium automatic toilet TOTO NEOREST redefining
comfort and ease of use. Separated bathtub and a
rainforest shower round out the experience.

17

18

