
 
 
 
 

 
 

2012 年 8 月 
＜報道関係各位＞ 

 
 
  

「オークラ プレステージ台北」 
2012 年 8 月 3 日開業 

  
～ビジネスと観光の両面に至便な台北の中心地にラグジュアリーホテルが誕生～ 

 

 
株式会社ホテルオークラ 

 
株式会社ホテルオークラ（本社：東京都港区、代表取締役社長：荻田敏宏）は、2012 年

8 月 3 日、台湾第一の都市、台北に「オークラ プレステージ台北」を開業いたします。ホ

テルオークラの経営理念である「ベスト A.C.S.（最高の施設・最高の料理・最高のサービス）」

の提供を実践し、台北で最高級と評されるホテルを目指します。 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オークラ プレステージ台北 

外観はモダン建築、内観はモダンクラシックがコンセプト 

 



オークラ プレステージ台北は、台北市の中心にある中山地区の、南京東路と中山北路の

交差点から至近の場所に位置し、ビジネス、ショッピング、観光に最適なロケーションで

す。地下鉄 MRT 淡水線で台北駅から一つ目の中山駅から徒歩 5 分、ホテル周辺には高級ブ

ランドブティック、デパート、カフェやレストランも多く、市内へのアクセスも便利です。

ホテルは地上 18 階、地下 7 階の建物で、上層階からは活気あふれる台北の街並みと陽明山

の眺めが広がります。 
 

現代美と伝統美の融合、西洋と東洋の融合をモチーフとしたホテルには、208 室の客室を

備えています。標準客室の面積は 44 ㎡、天井高が 3ｍで、広さにゆとりを持たせ、華やか

な美しさの中にも落ち着きのあるデザインとなっています。バスタブとシャワースペース

を配したゆったりとしたバスルームには、レインシャワー、テレビも備え付けられており

ますので、ゆっくりとバスタイムをお過ごしいただけます。さらに、バスルームをスライ

ディングドアでオープンにすることができますので、お客様の好みで、より解放感のある

客室レイアウトにできることも特徴の一つです。また、お客様の使い勝手を考慮して、ト

イレを完全に個室化、全室シャワートイレ付きとしています。 
 

レストランでは、ホテルオークラ東京の 1962 年の開業以来、50 年の歴史とともに歩ん

できた和食堂「山里（Yamazato）」と広東料理「桃花林（Toh-Ka-Lin）」を出店いたします。

「山里」にはホテルオークラ東京からシェフを派遣し、寿司、天ぷら、鉄板焼を含む本格

的な日本料理を提供いたします。「桃花林」では落ち着きのある繊細なインテリアとともに、

香港から招聘した料理長厳選の最高の食材で彩る本格広東料理をお愉しみください。その

他、オールデイダイニングルーム「コンチネンタルルーム（Continental Room）」とラウン

ジ＆バー「ザ・パール（The Pearl）」、24 時間対応のルームサービスをご用意しています。

また、宴会場は分割利用可能で、さまざまな規模、目的のご宴席に柔軟に対応し、着席で

最大 288 名まで収容可能です。 
 
ホテルの最上階である 18 階には、ジムナジアム、サウナ、マッサージルームを備えたフ

ィットネスセンターがあり、また、屋上にはアウトドアスイミングプールが設置され、台

北市内を一望できます。これらの施設は、ご宿泊のお客様には無料でご利用いただけます。

その他の施設やサービスとして、ペストリーショップ、ビジネスセンター、コンシェルジ

ュサービス、ワイヤレスインターネットサービスなどを提供し、ビジネスとレジャーの両

面に快適なご滞在をサポートいたします。 

 

ご宿泊予約は、ホテルオークラ・JAL ホテルズ予約センターにて承っております。開業

記念宿泊プランとして、8 月 31 日まで 2 連泊以上の場合、1 泊 2 名様分のご朝食付きで特

別料金 5,800 台湾ドル（税・サービス料別）をご用意いたします。ホテルおよび記念宿泊

プランの詳細は、次頁をご参照ください。 
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客室（プレステージルーム）  客室（オークラプレステージルーム）      ロビー 
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ホテルオークラは、海外事業展開戦略として、アジアマーケットの開拓に注力しており、

昨年 2011 年 5 月にマカオ、本年 5 月にバンコクにてホテルを開業いたしました。成長著し

いアジア地区でホテル運営を行うことは、日本を代表するラグジュアリーブランドホテル

としての国際的知名度をさらに向上させ、新規顧客を獲得する機会と考えております。台

北は、企業の出張と観光旅行の渡航先として需要の高い都市であり、日本との航空協定自

由化に伴う旅客便増便や、中国大陸からの個人旅行解禁による増便などにより、ますます

の需要増加も期待されます。 
 
ホテルオークラでは、最高級ブランドの一つとして、モダンな中規模のラグジュアリー

ホテルのブランド「プレステージ」を新たに投入いたしました。この新ブランドのコンセ

プトに基づいて最初に開発されたホテルが、本年開業のオークラ プレステージバンコクと

オークラ プレステージ台北となります。ホテルオークラでは、今後海外を中心とする新規

事業において、この「プレステージ」ブランドのホテルを積極的に展開していく方針です。

現在、2010 年 10 月に資本参画した JAL ホテルズとあわせて、グループ全体として合計 78
ホテル、客室数約 25,000 室（オークラブランド 25 ホテル、ニッコー・JAL シティブラン

ド 53 ホテル）のホテルグループとなっていますが、2015 年までに 100 ホテル、30,000 室

に拡大することを目標としております。 
 

＜オークラ プレステージ台北 概要＞ 

 

【名 称】 オークラ プレステージ台北 

【住 所】 No.9, Sec.1, Nanjing E. Rd., Zhongshan Dist., Taipei City, 
 Taiwan ( R.O.C.) Code 10450 

【T E L & F A X】 TEL:886-2-2523-1111 FAX：886-2-2181-5150   

【ウェブサイト】 www.okurataipei.com.tw/jp  

【階 数】 地上 18 階、地下 7 階 
【客 室 数】 208 室 
【レストラン・バー】 4 ヵ所（日本料理、広東料理、オールデイダイニング、ラウンジ＆バー） 

【その他の施設】 宴会場 2 室、フィットネスセンター、スイミングプール、ビジネス 

センター、ペストリーショップ 

【ア ク セ ス】 松山国際空港から車で 15 分 

地下鉄 MRT 中山駅徒歩 5 分 

 

<開業記念宿泊プラン＞ 

【名   称】 ｢オークラ エクスペリエンス パッケージ｣  
【期   間】 2012 年 8 月 5 日（日）～8 月 31 日（金） 
【料   金】 1 室料金（1 名～2 名様ご利用）15%サービス料・税金別 

    プレステージルーム 5,800 台湾ドル 
    オークラプレステージルーム（高層階） 6,800 台湾ドル 

【内   容】 1 泊室料 
朝食 2 名様分 
インターネットご利用無料 
フィットネスセンターご利用無料 

【そ の 他】 2 連泊以上より承ります 
        その他客室タイプのパッケージもご用意しております 



 

＜株式会社ホテルオークラ 会社概要＞ 

【社 名】  株式会社ホテルオークラ 
【所 在 地】  〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2-10-4 
【U R L】  http://www.okura.com/jp 
【設 立】  1958 年 12 月 
【資 本 金】  30 億円 
【連結売上高】  599 億 9100 万円（2012 年 3 月期） 
【代 表 者】  代表取締役社長 荻田 敏宏 
【従 業 員 数】  連結会社正社員 3311 人 
【事 業 内 容】  ホテル資産の所有及びホテル事業会社の所有・管理  
       チェーンホテルに対する運営受託及び技術指導  
       ホテル関連事業会社の所有・管理  
       ホテル事業（開発及び運営など）に関するコンサルティング 

 

 

＜オークラ ホテルズ ＆ リゾーツについて＞ 

 オークラ ホテルズ ＆ リゾーツは、株式会社ホテルオークラが運営する国際ホテルグループです。「ベ

スト A.C.S.」（Ａ：Accommodation、C：Cuisine、S：Service＝最高の設備、最高の料理、最高のサービ

ス）を企業理念とし、国内外、開業予定ホテルをあわせて合計 25 のメンバーホテルで構成されています。 
1978 年の設立以来 30 年以上にわたり、日本国内だけではなく海外の国々と質の高いグローバル・ネッ

トワークを築いてきました。日本文化のきめ細やかな心配りとヨーロッパやアメリカの機能性を融合させ

た「オークラ」のおもてなしは、世界中の皆様にくつろぎと快適な空間を提供いたします。 
 
 
 
 
 

＊ 本件に関する画像データがご入用の際は、http://www.ohrdata.com/ をご参照いただく

か、下記までお問い合わせください。 
 

 
お客様からのお問い合わせ先 

 
ホテルオークラ・JAL ホテルズ予約センター  オークラ プレステージ台北 宿泊予約  
フリーダイヤル 0120-00-3741     TEL: 886-2-2181-5120 

 
報道関係の方からのお問い合わせ先 

 
株式会社ホテルオークラ     オークラ プレステージ台北  
販売企画・広報課 五十嵐・森    Keiichi Shimizu 
〒105-0001 東京都港区虎ノ門 2-10-4   Director of Sales & Marketing 
TEL：03-3224-6760 FAX：03-3224-7264   EMAIL：shimizuk@okurataipei.com.tw 
EMAIL：igarashij@tokyo.hotelokura.co.jp   Fennie Kuo 
EMAIL：morik@hotelokura.co.jp             Marketing & Communication Manager 

EMAIL：fennie.kuo@okurataipei.com.tw 
TEL:886-2-2181-5111 FAX:886-2-2181-5152 
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