アナンタラ イースタンマングローブ
ホテル＆スパ
Eastern Mangroves Anantara Resort

摩天楼の中に交差する、
白い円形の建物、
白い衣装をまとっ

た人々が行き交う。
アブダビへ足を運ぶと、かつてのアラビ

ア王国を思い出す人もいるでしょう。
アナンタラ イースタン
マングローブホテル＆スパは、
アブダビの贅沢で神秘的な魅
力に加え、
かつてない驚きの雰囲気が味わえます。

Majestically set on the waterfront, Eastern
Mangroves Hotel & Spa by Anantara is a natural
haven on the cusp of urban life. Forming part of an
integrated hotel, marina, retail and residential
destination, its unique location offers guests an
exceptional Abu Dhabi experience. The exotic
beauty of the region’s precious mangroves provides
the perfect backdrop for the rich cultural traditions
embodied in the hotel’s impressive architecture.
Discover luxury accommodation definitive of urban
Emirati life, yet filled with natural charm at Eastern
Mangroves by Anantara.
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プロフィール
国・地域
カテゴリー
オープン
設計会社
部屋数
オーナー
TOTO採用製品

Details
Country/Area
Category
Opened
Owner
Interior designer
Rooms
Product number
Toilet
Bathtub
Lavatory
Faucet
Shower
Web
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アラブ首長国連邦
リゾートホテル
2012年
PIA Thailand and AK Design Dubai
222部屋
TDIC
便器（CW822J、BW822NJ）
浴槽（FBY1710CPE）
手洗い器（L620K）
水栓金具（TX119LEL、TX447SEL）
シャワーヘッド
（TX469SEL、TX721AES、
TX472SESM）

アナンタラ イースタンマングローブホテル＆スパは、
ホテル、 Wander through the majestic halls and corridors, a
港、店舗、
そして住宅が一体となったエリアにあり、
その独特

のロケーションが宿泊客にアブダビでの旅を素晴らしいも
のにしています。ロビー、廊下、そして広い通路を歩けば、そ
の上にたたずむアーチ形の天井に、驚くほど美しいアブダビ
の伝統的なデザインを感じられるはずです。

200を超える客室は、
どれもユニークな雰囲気に満ちて

grand central passageways and arched ceilings. An
inviting sanctuary blissfully sheltered from the hustle
and bustle of the city centre. Choose from over 200
rooms at this picturesque hotel in Abu Dhabi, all
decorated in a comfortable yet chic style and

います。豪華な入浴アイテムなど、
アメニティーも充実。
シン

boasting lavish cultural touches. Enjoy the freshest

バスルームを上品にしています。
さらに最高級のジムで体を

at Impressions, complemented by views across the

プルなデザインのTOTO製浴槽や手洗い器、そして便器は、 and finest cuisine at Paychaylen or relax for a drink
鍛えたり、日よけ完備のがあるプールでリラックスしたりす

ることができます。ビジネスでも、息抜きでも、この空間が
UAE
Hotel&Resort
2012
TDIC
PIA Thailand and AK Design Dubai
222

breathtaking showcase of Arabian design, with

人々の五感を研ぎ澄ますのです。

mangroves. Rejuvenate your senses at the
incomparable Anantara Spa. Energise at the
state-of-the-art gym and then relax poolside under
the shade of a gazebo. For business or leisure,
Eastern Mangroves provides a backdrop ripe with
serenity and elegance.

CW822J and BW822NJ
FBY1710CPE
L620K
TX119LEL，TX447SEL
TX469SEL，TX721AES，TX472SESM
http://abu-dhabi.anantara.com/
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