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総合ウェルネス事業を行う株式会社クレドインターナショナル（本社：東京都中央区、代表取締役社長：

白井浩一）は、株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ（本社：東京都千代田区、取締役社長：

水村慎也）が運営する「横浜ロイヤルパークホテル」49 階に、『ランドマークスパ』を 2021 年

7 月 1 日グランドオープンします。スカイプール、ジェットバス、サウナ、ジムなどを備えた

地上約 200m の天空スパで、「ロクシタン」のスパトリートメントや「エステプロ・ラボ」とコラボ

レーションしたフード＆ドリンクをお楽しみいただけます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウェルネスに特化した、天空のラグジュアリースパ 

『ランドマークスパ』は、国内外でラグジュアリースパを運営するクレドインターナショナル

グループのフラッグシップとして誕生する、これまでにない新しい複合的なスパです。ウェルネス

に特化していることが特長で、富士山を望むスカイプール、最新のハイグレードマシンと

トレーニングをサポートするクラウドシステム導入の広いジムスペース、空前のブームとなって

いるドライサウナやジェットバス、横浜を一望するリラクゼーションルームなどを完備しています。 

 

また、スパトリートメントは「ロクシタン スパ」と提携し、ロクシタンの施術を男女ともにご利用

いただけます。カフェでは、インナービューティの大手「エステプロ・ラボ」とコラボレーション

したフードとドリンクを提供し、ウェルネスを総合的にサポートします。 

横浜ロイヤルパークホテル 49階に 

スパ、フィットネス、プール、サウナの総合ウェルネス誕生 

地上約 200m！ 天空『ランドマークスパ』 
2021年 7月 1日オープン ロクシタンスパ、エステプロ・ラボのコラボも 

 

 

横浜みなとみらいを一望する、天空のラグジュアリースパ『ランドマークスパ』 

右）富士山を望む全長 20m の開放的なスカイプール 

 

 

 



 

 

フィットネスゾーン 

ジムスペースは、155 ㎡の広々とした空間にテクノジム社の

ハイグレードマシンを揃えています。トレーニングを見える化する

最新のクラウドシステム「マイウェルネス」を導入していますので、

当ジム内でのトレーニング記録はもちろん、ジム外での

トレーニングやアクティビティも自動保存。移動距離や

燃焼カロリーを管理することができます。 

スタジオでは、スタイルアップ、ストレス解消、リラックス、

柔軟性向上など、目的別の多彩なレッスンプログラムやヨガを

提供予定です。 

 

バーデゾーン 

富士山を望むスカイプールは全長 20m で水中音響システムを備えており、プールサイドにはジェット

バスもご用意。心身を解放してリラックスいただける非日常的な空間です。男女別の浴場には、人気

のドライサウナ、ジェットバス、シャワーブース、水風呂を完備しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リラクゼーションスペース 

男女ロッカー内には、リラクゼーションルームを併設しています。ワークアウトやトリートメント

後、リクライニングチェアに備え付けの TVや、眼下に広がるみなとみらいの夜景をご堪能いただけ

ます。また、英国調の落ち着いたカフェもご用意しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

スパトリートメント 

スパトリートメントは、ロクシタン製品を使用したオールハンドの「ロクシタン スパ」と提携し、

日本初となるプール併設ロクシタン スパ『LA VILLA SPA by L’OCCITANE YOKOHAMA』をオープン。 

プロヴァンスの厳選された自然原料と、世界中の伝統的なトリートメント技術を融合させた豊富な

メニューを取り揃えており、他にはないやすらぎのひとときを味わっていただけます。 
 

オープニング記念として、限定 100組様に、「リラクシング アロマコロジー トリートメント」50分

コースにスペシャルギフトボックスをお付けするプランを 16,500円（税サ込）にてご提供します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

オープンの背景 

株式会社クレドインターナショナルは、ヨーロピアン、アジアン、ジャパニーズ、モロッカン、ハワイ

アンというテーマ別のホテルスパを国内外に展開し、東京・お台場の高級ホテルではスパだけでは

ない総合ウェルネス施設としてラグジュアリーなホテルプール、ジムなどを運営しています。また、

高級ホテルスパ運営のノウハウを活かし、カジュアルながらも高品質な本物のリラクゼーションを

提供する温浴施設『SPA SOLANI』シリーズのプロデュースと運営も 2020年より行っています。 
 

横浜ロイヤルパークホテルは、これまで会員制のフィットネスクラブを運営しておりましたが、

昨今健康に対する世の中の関心度が高まっていることを受け、会員に限らずより多くの方が気軽に

利用できる施設を目指し、エステ運営に専門的なノウハウ等を持ち合わせた株式会社クレド

インターナショナルとの提携に至りました。今後はロクシタン スパとコラボレーションした宿泊

プランや、ホテルにて挙式される方向けのブライダルエステ等を展開してまいります。 

 

これまでの実績を活かしたコラボレーションで、ロクシタンのスパトリートメントや、エステプ

ロ・ラボのメニューをお楽しみいただけるのも『ランドマークスパ』ならではの特長です。スパを

身近に感じ、リトリート（※1）、ウェルビーイング（※2）を体感していただけます。 

日本におけるスパ文化の浸透・発展にも貢献できればと考えています。 
 

また、サウナ研究で医学的エビデンス取得・健康増進に役立てることを目標としている日本サウナ

学会に参画し、コロナ禍において温浴施設だからこそできる社会貢献も追求してまいります。 
 

※1:日常から離れた時間や体験によって心身をリセットし、より幸福に再スタートすること。 

※2:身体的、精神的に良好な状態にあり、幸福を感じること。 

 



 

 

【施設概要】 

施設名 ランドマークスパ 

所在地 神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-2-1-3 

横浜ロイヤルパークホテル 49階 

電話  オープン日までは株式会社クレドインターナショナル 03-3569-7701 

オープン日 2021年 7月 1日グランドオープン 

営業時間 早朝利用 平日 7:00～10:00 土日祝 7:00～9:00 

総合利用 12:00～22:00 

会員料金 入会事務手数料 33,000円 

月会費  33,000円 

施設利用料無料 

ビジター料金 ■宿泊者、会員同伴ビジター 

早朝利用 1,650円 

総合利用 2,200円 

■外来ビジター 

早朝利用 2,750円（土日祝 3,850円） 

総合利用 3,850円（土日祝 4,950円） 

※価格はすべて税込表示 

 

 

 

【LA VILLA SPA by L’OCCITANE YOKOHAMA メニュー（一部）】 

ボディ  リラクシング アロマコロジー トリートメント 60分 19,360円 

  シア ナーチャリング トリートメント 90分  26,620円 

フットケア アロマコロジー フットリリーフ 25分    6,600円 

フェイシャル イモーテル ディヴァイン エターナル ビューティー 90分 36,300円 

  イモーテル シークレット オブ ユース 60分  22,990円 

  レーヌブランシュ イルミネーティング パーフェクション 90分 29,040 円 

アイケア  イモーテル ユースフル アイズ 25分    7,260円 

フェイシャル ＆ ボディ ディスカバリー エクスペリエンス 90分   26,400円 

  ブライダルローズ トリートメント 150分   41,140円 

※価格はすべて税・ホテルサービス料（10％）込表示 

 

上記は一部です。他にも多数のメニューをご用意しています。 

 

 

 

 



 

 

【株式会社クレドインターナショナル 会社概要】 

社名  株式会社クレドインターナショナル 

代表  白井浩一 

本社所在地 東京都中央区銀座 6-7-18 デイム銀座ビル 7F 

ホームページ https://www.cred-in.com/ 

設立  2005年 11 月 

従業員数 120名 

セラピスト 1,200名 

事業内容 ホテルスパ事業、企業・ホテル向けインルームスパⓇ事業、スクール事業、 

スパプロダクト＆アメニティ事業、コンサルティング事業、 

ビルメンテナンス事業、温浴・サウナ事業 

国内営業地 函館、旭川、札幌、秋田、仙台、新潟、金沢、富山、東京、横浜、箱根、千葉、

さいたま、宇都宮、軽井沢、長野、静岡、浜松、名古屋、京都、大阪、神戸、

岡山、広島、松山、高松、北九州、福岡、長崎、熊本、鹿児島、那覇、石垣島 

海外拠点 アメリカ、中国、台湾、タイ、ベトナム、カナダ、スリランカ 

 

【横浜ロイヤルパークホテル概要】 

ホテル名   横浜ロイヤルパークホテル 

総支配人   雄城隆史 

所在地    神奈川県横浜市西区みなとみらい 2-2-1-3 

ホームページ https://www.yrph.com/ 

開業     1993年 9月 

ホテル事業  ロイヤルパークホテルズは運営会社である株式会社ロイヤルパークホテルズアンド 

リゾーツのもと、フルサービス型ホテル及びプレミアム宿泊型ホテル「THE シリーズ」

を国内 15カ所で展開しています。 

ホテル拠点  仙台、東京、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、広島、福岡 

開業予定地  札幌、東京（銀座）、名古屋 

 
 

＜ランドマークスパに関するお問い合わせ先＞ 

株式会社クレドインターナショナル 

Mail: info@cred-in.com 

担当：熊谷 

 

 

＜横浜ロイヤルパークホテルに関するお問い合わせ先＞ 

横浜ロイヤルパークホテル 

Mail: ri-wakai@rphs.jp 

担当：若井 

https://www.cred-in.com/
https://www.yrph.com/


 

 

参考資料 株式会社クレドインターナショナルについて 

 

ホテルスパ事業 

当社が運営しているホテルスパブランドは、7種類です。 

・ジャパニーズスパ『庵 SPA』 

・ジャパニーズスパ『禅 SPA』 

・アジアンスパ『SANATIO SPA』 

・モロッカンスパ『HAMMAM』 

・ハワイアンスパ『SOLANI』 

・ヨーロピアンスパ『LA VILLA SPA by L'OCCITANE』◆ 

・ブランドコンセプトスパ『Le Spa Fauchon』★ 

スパは、今後 5年間で、国内 100店舗・海外 100店舗の出店を予定しています。 

 

◆LA VILLA SPA by L'OCCITANE は、ロクシタン製品を贅沢に使用したオールハンド施術を提供する

スパです。南仏プロヴァンスを感じられる完全個室の空間で、心地よい香りに包まれて、日常から

離れた癒しのひとときをお過ごしいただけます。 

表参道『Petit Spa L'OCCITANE』、大阪『LA VILLA SPA by L'OCCITANE OSAKA』運営。 

 

★Le Spa Fauchon は、フォションの世界観を五感で味わうことができる世界初のスパです。

スパコンセプト、トリートメントシグネチャー、プロダクトまで当社が全面プロデュースしました。 

 

 

スパトリートメント事業 

当社は、ホテルの部屋にセラピストがお伺いし、アロマトリートメントやネイルケアを受けられる

サービス『インルームスパ®』を 2010 年より提供しています。提携ホテルは全国 28 都市 1,800 軒

以上と、国内ホテルスパ業界最大級のネットワークを展開しています。 

 

『インルームスパ®』で長年つちかったノウハウを活かし、「企業向けインルームスパ®」にあたる

サービス『健康経営』を 2018 年 8 月から提供しています。企業向けの新しい福利厚生サービスで、

導入企業にセラピストがお伺いし、会議室等でアロマトリートメントなどを受けることができる

ほか、リモートワークや自粛疲れの従業員の自宅などへも訪問。アロマテラピーのもたらす心地

よさや、リラックス効果を最大限に実感でき、リフレッシュに貢献します。 

 

店舗型のホテルスパは女性の利用者が多いのに対して、営業時間等を気にせずに部屋で受けること

ができる『インルームスパ®』は、出張中のビジネスマンを主とする男性の比率が高いという特徴が

あります。当社は、働く方々にこそ「時間を有効活用してリラクゼーションを受けたい」という

ニーズがあると捉え、企業向けのサービスを開始しました。 



 

 

温浴・サウナ事業 

世界のスパやスパプロダクトを知り尽くし、国内外で高級ホテルスパを展開している当社ならでは

の視点で、カジュアルながらも高品質な温浴施設を運営しています。2020年11月には広島県呉市に

当社初の温浴施設となる『SPA SOLANI 大和温泉』をプレオープン、2021年2月には静岡県浜松市に

2号店となる『かじまち温泉 SPA SOLANI』をオープン。今後3年間で10店舗を予定しています。 

 

 

スパプロダクト＆アメニティ事業 

国産アロマオイルや石けん、ヘアケア製品など、美容にまつわる日本の優れた製品をブランド化して

インバウンドのお客様を中心に販売しています。 

今後 3年間で、国内外のホテルや空港等に、50店舗の出店を予定しています。 

 

 

スクール事業 

当社は、高い技術を提供したいという考えから、エステティックにおける世界最高峰の教育機関・

国際際団体シデスコ（CIDESCO）に認定されたエステティックスクールを運営し、約1,200 名の

所属セラピストをはじめとする人材育成にも注力しています。 

 

 

コンサルティング事業 

当社は、国内外のホテルスパの設計からデザイン、コンセプト立案、プロダクト設定、企画など、

年間10件ペースで行っています。また、フランスの「ロクシタン」や「フォション」など、海外高級

ブランドのスパやアメニティを日本へ誘致し、ホテルの新たな付加価値の向上に貢献しています。

ホテルやブランドの世界観をもっとも輝かせるためのプロフェッショナルを各界から集結させ、

案件ごとに最善のチームを組み、当社にしかできないプロダクトやメニュー開発を行っています。 

 

 

ビルメンテナンス事業 

ホテルスパ運営で培ったホテルの状況把握や人材育成・管理のノウハウを活かし、指定管理施設の

運営、ビルメンテナンス、ホテルメンテナンス、客室清掃などを行っています。 


