2022 年 2 月 7 日
野村不動産ホテルズ株式会社
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NOHGA HOTEL UENO TOKYO
『ReFa ルーム』で極上の美容体験を提供する宿泊プラン販売開始のお知らせ
野村不動産ホテルズ株式会社（東京都新宿区／代表取締役社長：青木 秀友）が運営する NOHGA
HOTEL UENO TOKYO（ノーガホテル 上野 東京）は、株式会社 MTG（名古屋市中村区／代表取締役：松
下剛）が展開する美容ブランド「ReFa（リファ）」協力の下、限定ルームでの特別宿泊プラン『ReFa ルームに泊まって
極上の美容体験を…』の販売を開始することをお知らせいたします。

「ReFa」は、2009 年に日本で誕生し、「世界の人々に楽しみながら美しくなってほしい」という強い想いの下、美しさへ
とつながる「こころが弾む時間」を大切にし、新しい美容の形をどんどん生み出し続けています。美容に興味がある人はもち
ろん、それほど気にされていない人でも一度は目にしたことがあるであろう美容ローラー「ReFa CARAT」をはじめ、注目の
アイテムを多数ラインアップ。機能性はもちろん、肌当たりのよさや手に馴染むフォルム、眺めているだけで気分が上向きに
なる美しさなど、使うことが嬉しくなるデザインを追求して開発されているのも大きな特徴のひとつです。
この度、室数限定でお届けする「ReFa ルーム」では気になっている“あの”アイテムたちを、ノーガホテル上野東京に泊ま
って実体験できます。

【ReFa ルームで体験いただけるアイテム紹介】

■ReFa FINE BUBBLE S（リファファインバブル S）
ウルトラファインバブルとマイクロバブルを驚異的に発生させる ReFa 独自のテクノロジーを搭載したシャワーヘッド。肌に負
担をかけない細やかな水流コントロールでやさしく落とし、心地よく温め、うるおいを与えてくれます。

【特徴】
・肌を美しくする２つの泡、ウルトラファインバブルとマイクロバブルを極限まで充満させる
テクノロジー「ダブルスパイラルキャビテーション」で、最大 6,800 万個※の泡を発生さ
せます。
・浴びるたび肌を美しくする２つの泡の特徴
－ダブルの洗浄力で落とす、全身を心地よく温める、肌にうるおいを与える
・全身の肌の美しさのために選べる４つの水流
－ミスト、ジェット、パワーストレート、ストレート
※ミスト水流１mL あたり（水温 40℃±1℃・水道蛇口流量 9L/分）に含まれるウルトラファイ
ンバブルとマイクロバブルの合計値（水質・環境・時期により数値は変動します）2020 年 6 月 2
日～6 月 24 日・計 7 回の測定による最大値（平均値は約 3,150 万個）第三者機関にて測
定／ウルトラファインバブルとマイクロバブルの発生量は、シャワーヘッド通水前後に測定したバブル
量の差／ウルトラファインバブル：平均径▲約 0.15μm、最頻径▲約 0.12μm マイクロバブ
ル：平均径▲約 45μm、最頻径▲約 44μm

■ReFa BEAUTECH DRYER（リファビューテック ドライヤー）
プロフェッショナルの技をテクノロジーで再現。「プロセンシング」と「ハイドロイオン」でしっとりやわらかいレア髪を実現
します。
【特徴】
・アンダー60℃を自動調整するプロセンシング
－ダメージをもたらす最大の原因であるドライヤーの熱を独自技術でコントロール。
髪の温度を感知し、温風と冷風を自動で切り替えることで約 60℃以下をキープ
し、髪を熱ダメージから守ります。
・高密度炭素×イオナイザー搭載
－ドライヤーからハイドロイオンが発生します。
・しっとり髪にも、ふんわり髪にも仕上げるモード設定
－髪の仕上がりを「しっとり」させたい時、「ふんわり」させたい時に合わせてモードが選べ
ます。

■ReFa BEAUTECH STRAIGHT IRON（リファビューテック ストレートアイロン）
ReFa 独自の技術「カーボンレイヤープレート」が、ストレートアイロンによる水・熱・圧のダメージを抑えながら、髪
を美しく整えるプロの“レア髪ストレート”を実現します。

【特徴】
・プロのダメージ軽減をテクノロジーで再現する ReFa 独自技術「カーボンレイヤープレ
ート」
・高密度炭素とヒーターと低反発コートの三層構造がアイロンの水、熱、圧のダメージを
抑えながら、髪を美しく整えます。
－熱の伝わりをマイルドにし、濡れた髪に使っても水蒸気爆発※を防ぎ、髪を傷つけ
にくい構造です。
－低反発コートが髪にやさしく密着し、髪をつぶさずにストレートヘアがつくれます。
－ベースに高密度炭素を使用。髪にムラなく熱を伝えてうねりを美しく整えます。
※水が非常に温度の高い物質と接触することによって気化されて発生する爆発現象のこと

■ReFa BEAUTECH CURL IRON（リファビューテック カールアイロン）
ReFa 独自の技術「カーボンレイヤープレート」が、水・熱・圧をコントロールして美しい立体感がつづく“レア髪カー
ル”を実現します。

【特徴】
・カーボンレイヤープレートで水、熱、圧をコントロール
・熱の伝わり方がマイルドなため水蒸気爆発※を防ぎ、髪を傷つけにくい構造
・ベースに高密度炭素を使用。髪にムラなく熱を伝えて、美しい立体的なカールデザイン
をつくります。
・カーボンレイヤープレートは、髪の水分を過剰に飛ばさず保持。時間がたってもカールが
崩れにくく、美しい立体感がつづきます。
・アイロンのパイプの温度を感知して素早く昇温させるセンサーを搭載。髪に均一に熱を
与えるため美しいカールを手早くつくることができます。
※水が非常に温度の高い物質と接触することによって気化されて発生する爆発現象のこと

■ReFa CARAT RAY（リファカラットレイ）
エステティシャンの手法「ニーディング」を再現したローラーの深くつまみ流す動きで、艶やかに輝く、引き締まった肌へ。
フェイスケア、ヘッドケア、ネックケア、二の腕ケア、バストケア、ウエストケアにご使用いただけます。
【特徴】
・エステティックメソッド
－プロの手技、「ニーディング」の複雑で高度な動きを再現。
深くつまみ流す動きで、ハリと艶のある引き締まった肌へと導きます。
・マイクロカレント
－ハンドルに設けられたソーラーパネルから光を取り込み、微弱電波「マイクロカレント」
を多く※発生させます。
・プラチナムコート
－デリケートな肌にふれるローラーの表面には、美しい輝きを放つプラチナムコートが
施されています。
・防水構造
－JIS 基準（IPX7 相当）をクリアした防水仕様。バスタブ内でもお使いいただけます。
※MTG 社比（ReFa CARAT と比較して）

［Deluxe Twin Room］

［朝食／ブリオッシュのフレンチトースト＆太田ベーコン］

■【室数限定】『ReFa ルーム』で極上の美容体験を…
【宿泊プラン概要】
宿泊対象期間

2022 年 2 月 7 日（月）～
※リファカラットレイ付きプランは先着 20 名に達し次第終了となります。

ルームタイプ

Deluxe Twin Room（デラックスツインルーム）

美容体験内容

・リファファインバブル S
・リファビューテック ドライヤー
・リファビューテック ストレートアイロン
・リファビューテック カールアイロン 32

Special
Amenity

・リファカラットレイ
1 室 2 名（リファカラットレイ 1 個付き・素泊まり）：35,000 円

プラン料金

1 室 2 名（リファカラットレイ 2 個付き・素泊まり）：45,000 円
※ご朝食付きのプランもご用意いたしております。
※消費税・サービス料込

予約方法

プランの詳細・ご予約は こちら

※リファカラットレイにつきましては、１室につき１個 or２個付きのどちらかをお選びいただき、お持ち帰りいただけます。
※リファカラットレイ付きプランは、先着 20 名に達し次第、ご予約を締め切らせていただきます。
※美容体験用のリファファインバブル S、リファビューテック ドライヤー、リファビューテック ストレートアイロン、リファビューテック
カールアイロンはお持ち帰りいただけません。

■NOHGA HOTEL UENO TOKYO（2018 年 11 月 1 日開業）
江戸から続く文化が今も息づく街・上野。上野公園をはじめ、
国立西洋美術館、上野動物園、アメ横など人気観光地への
拠点として便利な立地で、成田空港へのアクセスも◎。
「快適な目覚め」をお届けする洗練された客室、地域食材の
積極的な活用と自然な製法にこだわったレストラン、ゆったり
くつろげるテラスやライブラリーラウンジ、ギャラリー、フィットネスも
完備。
「地域と深くつながること。そこから生まれる素敵な経験」を大切
にしています。旅のスタイルを問わず、好奇心を満たしてくれる
ライフスタイルホテルです。
住

所

：東京都台東区東上野 2 丁目 21-10

代 表 TEL：03-5816-0211
チェックイン：15:00、チェックアウト：11:00
総 客 室 数：130 室
公 式 サイト：https://nohgahotel.com/ueno/
［アクセス］
JR 上野駅浅草口から徒歩 5 分
東京メトロ上野駅 3 番出口から徒歩 3 分
京成上野駅から徒歩 10 分

【本企画に関するお客様からのご予約・お問合せ先】
NOHGA HOTEL UENO TOKYO

宿泊予約

TEL：03-5816-0211

E-Mail：ueno.reservation@nohgahotel.com
★ 詳細は、公式ホームページをご覧ください。

【本ニュースリリースに関するお問合せ先】
NOHGA HOTEL UENO TOKYO
TEL：03-6284-2416

Team Create

PR・マーケティング担当／池田

FAX：03-6284-2418

E-Mail：m-ikeda@nohgahotel.com

URL：https://nohgahotel.com/ueno/

