
シャングリ・ラ ホテル 東京 

春の特別料金のご案内 
 

フォーブス・トラベルガイドの 5 つ星ホテルのおもてなしとサービスで楽しむ 2 つのプラン 

WIFI 完備の部屋で仕事に集中したい時のワーケーションにもご利用いただけます。 
  

ご宿泊期間: 2021年 2月 1日（月）～ 4月 30日（金） 
 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

特別料金：デラックス ルーム（50㎡）1室 44,000円 

ご予約はこちらから。検索時にスペシャルコード“SPRCPR”を入力してください。 

規約・条件:  

   ・特別料金は上記適用期間のみ有効です。空室状況によりご案内いたしかねる場合もございます。 

・1室 2名様までのご利用に限らせていただきます。  

・2月 1～14日は、ストロベリーアフタヌーンティーにハートをあしらったバレンタインアフタヌーンティーをご用意いたします。 

   ・朝食は含まれておりません。(朝食代：大人 4,400円 / お子様（6歳以上 12歳未満） 2,200円 税金、サービス料別) 

   ・ホテルクレジットは、滞在中 1室あたり 10,000円分のクレジットを 1回のみインルームダイニング、レストラン、ザ・ロビーラウンジ、スパ、ブティックにてご利

用が可能です。    

          ・チェックイン時にお客様がお勤めの企業 IDをご提示ください。 

   ・特別料金には、サービス料（15％）および消費税（10％）が別途加算されます。 

 
シャングリ・ラ ホテル 東京の安全対策 

・ メインエントランスでは検温を行い、靴底を消毒するためのマットをご用意し、手指消毒液はフロントやゲストが頻繁に行き交う各所に設置しております。 

・ ホテル館内のご利用はマスクの着用を必須とさせていただいております。 

・ 宿泊ゲストには、写真付き身分証明書およびフォームへの入力をお願いし、万が一ホテル内で新型コロナウイルスの感染が発覚した場合には、追跡ができるよう

にしています。ホテルの対策について、より詳しくはシャングリ・ラ ケアをご覧ください。 

 

【お問い合わせ】飯島 育子 

ikuko.iijima@shangri-la.com  

シャングリ・ラ ホテル 東京 東京都千代田区丸の内トラストタワー本館 

T. (03) 6739 7550 (直通)  F. (03) 6739 7551 

シャングリ・ラ スプリング リトリート 2021      

一部屋 1 万円分のホテルクレジット付きプランでご滞

在中、レストランやスパのリトリートを心ゆくまでご

堪能ください。 

スプリング ディスカバリー ステイケーション  

季節ごとに旬の食材をふんだんに使った人気のアフタヌーンティー

をお部屋にご用意します。(2 月 28 日まで：ストロベリーアフタヌ

ーンティー 3 月 1 日より：お花見アフタヌーンティー) 

https://www.shangri-la.com/jp/tokyo/shangrila/
https://www.shangri-la.com/group/shangrila-cares-jp
mailto:ikuko.iijima@shangri-la.com


Exclusive Shangri-La Hotel, Tokyo “Spring Staycation” 

 From now until 30 April 2021 
 

A quiet, peaceful ultimate retreat with a pool and spa, loosen your fatigue for total relaxation with Forbes Five Star Award winning 

service, a connected to Tokyo Station.    Shangri-La Hotel, Tokyo is convenient walking distance to  

Marunouchi, Nihonbashi, and Ginza shopping district, perfect staycation destination.  

Choose from our handpicked offerings 
 

                                      
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Special room rate：Deluxe room (50 ㎡), JPY44,000 per room 

Please book from here and enter special code corporate “SPRCPR” 

Terms & condition:  

・ Special room rate is available only period stated above. Reservations are subject to room availability.  
・ 1 room up to two person.  
・ 1 to 14 February, Valentine’s afternoon tea will be served 
・ Breakfast is not included. (Breakfast adult JPY4,400 / children (age 6-12 ) JPY2,200 (subject to 15% service charge and 10% tax)   
・ JPY10,000 hotel credit can only be used during your stay at in room dining, restaurants, lounge, spa, and boutique within Shangri-La Hotel Tokyo and not 

applicable for usage towards room rate.  
・ Please present your company ID at check-in. 
・ Above rates are subject to service charges (15%) consumption tax (10%). 

 
Our health & safety commitment： 

・ Temperature screening is conducted at all key entry points and hand sanitizers are available at entrance and key locations frequently visited by guests. 
・ Facemask is a must for all guests entering to the facility. 
・ In order to trace in the unfortunate event if COVID-19 case is suspected, the hotel asks to fill out the declaration form and photo ID for all staying guests. 
・ More detailed information on our measures of “Shangri-La Care” can be found here. 

 
 
 

For further inquiry, please contact Ikuko IIJIMA 
ikuko.iijima@shangri-la.com  

 Marunouchi Trust Tower Main, 1-8-3 Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo Japan 
T. (03) 6739 7550 (direct)  F. (03) 6739 7551 

Shangri-La Spring retreat 
 

A JPY10,000 hotel credit to enhance your 
retreat at our restaurants, lounge, and spa 

during your stay. 
 

Spring discovery staycation 
 

Each season’s popular afternoon tea will be 
served in the comfort of your room. 

Until 28 February, Strawberry afternoon tea 
From 1 March, OHANAMI afternoon tea. 

 

https://eow.alc.co.jp/search?q=ultimate&ref=awlj
https://eow.alc.co.jp/search?q=retreat&ref=awlj
https://www.shangri-la.com/tokyo/shangrila/
https://www.shangri-la.com/group/shangrila-cares-jp
mailto:ikuko.iijima@shangri-la.com

