
 

 

PRESS RELEASE           2022 年12 月8 日 

株式会社パレスホテルマネジメント 

“セルフケア”を通じて自身と向き合い心身ともにリセット 

SHIGETA PARISとのコラボレーション宿泊プランを販売 

 大阪・堂島浜に位置するZentis Osaka（ゼンティス大阪 所在地：大阪市北区堂島浜 1-4-26、総支配人：安井淳）は、

2023 年 1 月 30 日（月）～7 月 31 日（月）にパリ発クリーンビューティーブランド SHIGETA PARIS とのコラボレー 

ションのもと、2 泊 3 日宿泊プラン「Zentis Osaka × SHIGETA PARIS ～wellness stay～」並びに、トリートメント付き

宿泊プラン「Zentis Osaka × SHIGETA PARIS ～wellness & treatment stay～」の 2 種のプランを販売いたします。 

「Encounters of a New Kind 感性が、深呼吸する場所。」をコンセプトにする Zentis Osaka では、“セルフケア”を 

テーマにしたウェルネス宿泊体験として SHIGETA PARIS による「SHIGETA 集中リセット」プログラムをベースにした

宿泊プラン「Zentis Osaka × SHIGETA PARIS ～wellness stay～」をお届けいたします。同プログラムを Zentis Osaka で

体験いただき、身体の軽やかさや肌の変化を実感していただける時間をご提供。就寝前と朝目覚めたときにはレクチャー

動画で学ぶ呼吸法で身体を整え、フローラルウォーターをお飲みいただき、SHIGETA プロダクトでセルフマッサージを

行います。また一日の始まりには、2 階「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」のスープをメインにした身体にやさしい

朝食をご用意。心身のリラックスをご体験いただき、ご自宅に帰られてからも取り組めるライフスタイルの改善を、 

ホテル滞在を通じて創出いたします。 

また、2 月 22 日（水）・23 日（木・祝）限定で、SHIGETA PARIS 代表の CHICO SHIGETA 氏によるトリートメント

付き宿泊プラン「Zentis Osaka × SHIGETA PARIS ～wellness & treatment stay～」を販売いたします。タイのウェル 

ネスリゾート「チバソム」でも活躍し、数々のセレブリティが指名する実力を持つセラピスト CHICO SHIGETA 氏が 2 月 

23 日（木・祝）に来阪、施術体験をここ Zentis Osaka でお楽しみいただけます。 

CHICO SHIGETA 氏は本コラボレーションに際し「セルフケアを行うことは、自分の身体に自分の意識を向けることで

もあり、身体がリセットすることで本来の心身を取り戻し、ポジティブでリフレッシュした自分に出会うことができます。

それは自然に外見にも現れて、肌、髪のつや、シルエットなどの美しさをもたらします。今回のホテル滞在プラン後も、

ご自宅で続けていただけたら、きっと皆さまもウェルネスな生活をもっと続けたくなる気持ちが高まるはずです」と 

述べています。 

 同プランを通じて、身体をリセットすることでリフレッシュした自分を見つめ直し、ウェルネスへの新たな一歩を踏み

出すホテル体験をご提供いたします。 

 

 



 

 

●「Zentis Osaka × SHIGETA PARIS ～wellness stay～」宿泊プラン概要（1 日 5 室限定） 

宿泊対象期間 ： 2023 年1 月30 日（月）～7 月31 日（月） 

予約開始日  ： 2022 年12 月8 日（木） 

お問い合わせ ： 06-4796-0111（ホテル代表） 

WEB  ： https://zentishotels.com/ja/osaka/news/press-release/202212083786/ 

内容  ： “セルフケア”をテーマにSHIGETA PARIS とコラボレーション 

  した 2 泊 3 日の宿泊プラン。「SHIGETA 集中リセット」 

  プログラムを体験いただき、ご自身の心と身体と向き合う 

  ウェルネス滞在を提供いたします。 

プラン特典 ： 

・「SHIGETA集中リセット」プロダクト   

・「SHIGETA集中リセット」レクチャー動画＆ブローシャー 

客室で動画をご覧いただきながら体験する、植物の力・セルフマッサージ・ 

食事・呼吸の 4 本柱からなるセルフケア 

・「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」の「朝の雫 モーニングスープ」 

季節の野菜を使用したあたたかいスープをメインにしたご朝食 

 

料金    ：  

 

※サービス料10％・消費税・宿泊税込  

※1 泊2 日のショートプランもご用意しております 

※チェックイン前日までに要予約 

 

●「Zentis Osaka × SHIGETA PARIS ～wellness & treatment stay～」宿泊プラン概要（5 組限定） 

宿泊対象期間 ： 2023 年2 月22 日（水）・23 日（木・祝）※トリートメントは2 月23 日限定 

予約開始日  ： 2022 年12 月8 日（木） 

お問い合わせ ： 06-4796-0111（ホテル代表） 

WEB  ： https://zentishotels.com/ja/osaka/news/press-release/202212083786/ 

内容  ： 「SHIGETA 集中リセット」プログラムの体験とともに、SHIGETA 代表の CHICO SHIGETA 氏による 

         特別トリートメントを受けられる5 組限定の宿泊プラン。1 泊2 日の滞在中、90 分のトリートメントを 

 お受けいただき、世界で活躍するセラピストの五感を通じたウェルネス体験をご堪能いただけます。 

プラン特典 ： 

・CHICO SHIGETA氏による特別トリートメント（90分）※各回 1 名、先着順 

 スイートにて、下記のお時間でご案内いたします 

 ＜2月22日（水）宿泊の方：2月23日 11:00＞ 

＜2月23日（木・祝）宿泊の方：2月23日 13:00／15:00／17:00／19:00からお選びいただきます＞ 

 

・「SHIGETA集中リセット」プロダクト  

・「SHIGETA 集中リセット」レクチャー動画＆ブローシャー 

・「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」の「朝の雫 モーニングスープ」 

 

料金    ：  

※サービス料10％・消費税・宿泊税込 

※チェックイン前日までに要予約 

 

部屋タイプ  2 泊 3 日 

Studio（25 ㎡） 1 名様 48,846 円～ 

Corner Studio（32 ㎡） 1 名様 65,986 円～ 

部屋タイプ  1 泊 2 日 

Studio（25 ㎡） 1 名様 98,237 円～ 

Corner Studio（32 ㎡） 1 名様 106,838 円～ 

朝食イメージ 

CHICO SHIGETA氏 

宿泊プランイメージ 

https://zentishotels.com/ja/osaka/news/press-release/202212083786/
https://zentishotels.com/ja/osaka/news/press-release/202212083786/


 

 

 

●「SHIGETA集中リセット」プログラムについて 

その人が本来持つ、フレッシュな美しさを見つめ直すことができる「SHIGETA 集中リ

セット」プログラムは、バイタリティー・コーチング®（意識した呼吸・毎日の食事・

セルフマッサージ・植物の癒しの力）に沿って実践することをおすすめしています。 

自然の法則に沿ったこの４つの柱を組み合わせることで、身体が本来備えている心地よ

さが目覚め、あなたの毎日は変わり始めます。「集中リセット」プログラムでは、体内

の余分なものを排出しながら、身体のラインをすっきりさせ、透明感のあるお肌へ導き

ます。身体の内側を整えれば、自ずと外見もその人が持つ最も美しい姿になるはずで

す。暮らすように滞在を楽しみながら、新しい自分と出会い、ライフスタイルの改善へ

と繋げてみては。 

 

「SHIGETA集中リセット」プロダクト 

- イノセントピュリティー 5ml（エッセンシャルオイル） 

お腹や背中、二の腕など、気になる上半身をすっきりさせ、イノセントな状態へと導くクリーンナップブレンド。 

レモンやグレープフルーツをはじめとする柑橘系の香り。 

 

- ベーシックボディーオイル 15ml 

イノセントピュリティーを混ぜてお使いいただくベースオイル。 

 

- ジュニパーフローラルウォーター 300ml 

    エッセンシャルオイルをつくる際に同時に抽出される蒸留水。お水で割り摂取することで、植物のスペシャルな 

恵みをダイレクトに取り入れることができ、心と身体のリズムを穏やかに安定させてくれます。体内に溜まった 

不要なものをすっきりと取り除きます。 

 

●CHICO SHIGETA 

SHIGETA PARIS 主宰、ホリスティックビューティーコンサルタント。美しい肌と体を育むためには心身のバランスこそ

が不可欠と考え、長年フランスおよび日本にてビューティーメソッドを探求。その経験と実績をもとにバイタリティー・

コーチング® を考案。ソフィア・コッポラやイザベル・ アジャーニといったパリのセレブリティやアーティストのため

のパーソナルコーチとして活動するほか、大手化粧品会社「ロレアル」や美容機器会社のコンサルティング及びブランド

スポークスマンとしても活躍中。『「リセットジュース」を始めよう ~ パリ美人のダイエット』（講談社刊）など、 著書

多数。オーガニックのすばらしさやホリスティックなライフスタイルがもたらす心と健康への近道を紹介するウェブマガ

ジン「Spring Step（スプリングステップ）www.springstep.jp」の編集長も務める。Instagram：@chicoshigeta 

 

●SHIGETA PARIS 

パリ 7 区に本店と自社ラボを持つ「SHIGETA PARIS」は、2006 年創業のクリ

ーンビューティーブランドです。 日本人セラピスト CHICO SHIGETA が、フ

ランス自然療法から植物の力の偉大さを学び、ホリスティックなアプローチを

自宅でもできるようにと顧客のためにプロダクトを作り始めたことからスター

トしました。「METHOD」、「AUTHENTICITY」、「TOMORROW」をブランドフ

ィロソフィーに掲げ、「ORGANIC WITH IMPACT（すべては使った瞬間の驚きのために）」をテーマに、素材からパッケ

ージまで環境に配慮したオーガニックかつクリーンなプロダクト（スキンケア、ボディ・ヘアケア、メイク、エッセンシ

ャルオイル）を展開しています。凝縮された植物の力と日々進化し続けるグリーンテクノロジーの融合により生まれたプ

ロダクトと、自然の法則に沿ったシンプル＆簡単な独自のセルフケアメソッド「バイタリティー・コーチング®」により、

その人本来の美しさを開花させ、自信に満ちた晴れやかな気分へと導きます。 

URL：https://shigetaparis.jp/ Instagram：@shigeta_japan 

 

 

 

 

http://www.springstep.jp/
https://shigetaparis.jp/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Zentis Osaka (ゼンティス大阪) 

2020 年 7 月に開業した、大阪・堂島浜に位置するホテル。パレスホテルが展開する宿泊主体型の新ブランド。 

「Zentis」とは、究極を象徴する「Z」と、ラテン語で本質を表す「entis」、また日本語の「zento（前途）」、「en（縁）」

から作られた造語。自らのライフスタイルの本質を極める人達が、暮らすように滞在を楽しみながら、前途を切り拓

き、縁とめぐり合える場所になるという想いを込めています。 

 

インテリアデザインは、「SIXTY SoHo New York」や「The Hari London」など世界のラグジュアリーホテルのデザイン

を数多く手がけた、「タラ・バーナード＆パートナーズ」の創始者 タラ・バーナードが担当。大阪の中心で知的好奇心を

くすぐるような体験を求める、洗練されたゲストをターゲットに、自然な素材や色を基調としたデザインとなっています。

1 階は大きなガラス窓から自然光を取り入れた開放的かつ温かみのある空間が広がり、中心には1 階から 2 階へと続く石

の階段を設けました。 

 

1 階ロビー中央奥に広がる、ゆったりとしたゲストラウンジは、宿泊者専用で 24 時間ご利用いただけます。周りを気に

せずに PC を開いて仕事ができるボックス席、夜に灯される暖炉の前にはゆったりとしたソファ、緑に囲まれ心地よい風

を感じるガーデンなど、無料のコーヒーや紅茶とともに、それぞれのライフスタイルに沿ってお過ごしいただけます。 

 

スイート 2 室を含む全 212の客室にも温かみのある自然な素材や色を取り入れ、日本人アーティスト江原正美氏の作品を

アクセントとしています。客室入口付近には、携帯電話やルームキーなどのちょっとした荷物を置きたくなる使いやすい

カウンターを配置。広々とした印象を与えるオープンクローゼットや、デスクワークもしやすいように配置されたテーブ

ルとチェア、ソファ、スタンドライトなど、コンパクトながらも必要な機能が詰まった設えも特徴です。全室 Apple TV を

完備、Netflix や Amazon Prime などのアプリに接続し、あえて自宅のようにゆっくりと映画をお楽しみいただけます。 

バスアメニティにはオーストラリアの自然派スキンケアブランド「Hunter Lab」をご用意しています。 

 

そして、「最高の身支度を整える場所」をコンセプトにした、宿泊者専用の 24 時間利用可能な多目的ルーム「Room 001」

にもご注目ください。ランドリーやアイロン・アイロン台、ネスプレッソのコーヒーメーカー、デザインや大阪に関する

書籍に加え、靴磨き師によるシューシャインサービスや、フレグランスアドバイザーが選んだその時の気分や季節にふさ

わしい香水をお試しいただけるフレグランスバーを設置。お出かけ前に立ち寄り必須のスペースです。 

 

 

 

 
ブランドコンセプト 

 「Encounters of a New Kind 感性が、深呼吸する場所。」 

 

 

 

今まで出会うことのなかった人々、ビジョン、価値観、アイディア。 

そんな「新しい何か」との知的邂逅がゲストに新たな息吹を与える場所を目指します。 



 

 

 

ホテル概要 

■名 称： Zentis Osaka （ゼンティス大阪） 

■開 業 日： 2020 年 7 月 15 日（水） 

■所 在 地： 大阪市北区堂島浜１丁目4 番 26 号 

  1 階 フロント、ゲストラウンジ 

  2 階 「UPSTAIRZ Lounge, Bar, Restaurant」 

   多目的ルーム「Room 001」、フィットネス 

  3～13 階 客室 

■延 床 面 積： 9,153.15 ㎡（2,767.46 坪） 

■経 営 会 社： 株式会社パレスホテル 

■運 営 会 社： 株式会社パレスホテルマネジメント 

■総 支 配 人： 安井 淳 

■デ ザ イ ン ： タラ・バーナード＆パートナーズ 代表タラ・バーナード 

■客 室： 212 室（スイート 2 室含む、25 ㎡～57 ㎡） 

■アクセス： JR「大阪」駅 徒歩約 12 分、JR 東西線「北新地」駅 徒歩約 4 分、 

地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅 徒歩約 4 分、京阪電鉄中之島線「渡辺橋」駅 徒歩約 4 分 

■公式サイト： https://zentishotels.com/ja/osaka/ 

■Facebook： https://www.facebook.com/zentishotels/ 

■Ins tagram： https://www.instagram.com/zentishotels/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＜Zentis Osaka に関する一般の方からのお問い合わせ＞ 

Zentis Osaka 

TEL: 06-4796-0111（代表）  HP：https://zentishotels.com/ja/osaka/ 

最新情報は、公式SNS（Facebook/Instagram）にて発信しております 

 

＜本資料に関する報道関係者の方からのお問い合わせ先＞ 

株式会社パレスホテル  担当：石川、塩原、小関 

TEL: 03-3211-5278  FAX：03-3211-5255  E‐MAIL： press@palacehotel.jp 

 

「Zentis Osaka」PR 事務局（株式会社サニーサイドアップ）担当：荒川・岡山・吉野 

TEL: 03-6894-3200  FAX: 03-5413-3050  E‐MAIL： zentis@ssu.co.jp 

緑に囲まれた1F のガーデン ゆったりとしたゲストラウンジ 

 

ロビー 正面には2 階へ続く階段  

必要な機能がそろう客室Studio（25 ㎡） 大阪の町が一望できる Suite（57 ㎡） 多目的ルーム「Room 001」 

 

https://zentishotels.com/ja/osaka/
https://www.facebook.com/zentishotels/
https://www.instagram.com/zentishotels/
https://zentishotels.com/ja/osaka/
https://www.facebook.com/zentishotels/
https://www.instagram.com/zentishotels/
mailto:press@palacehotel.jp

