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2022 年７月 20 日 

株式会社フェイスネットワーク 

 

日本茶カフェ「八屋」が「ONSEN RYOKAN 由縁 新宿」とコラボレーション 

【森林浴】をテーマに「八屋」が提案する新しい日本茶体験で 

優雅な夏の旅館ステイを 

 

株式会社フェイスネットワーク（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：蜂谷 二郎）が運営する、“日本文化

を現代に再構築”をコンセプトに展開する日本茶カフェ「八屋（はちや）」は、都心で箱根の温泉が楽しめる

「ONSEN RYOKAN 由縁 新宿」が 7 月 25 日～8 月 7 日まで期間限定で展開する「夏の花養生ステイ」にて、

日本茶体験を提供します。今回のプランで八屋は【森林浴】をテーマに、厳選した日本茶と、冷茶のおいしさを

最大限に引き出す茶器を使用した、新しい日本茶体験をご用意しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ONSEN RYOKAN 由縁 新宿」は 2019 年 5 月 8 日にオープンし、都心で温泉旅行気分を楽しめる旅館とし

て親しまれています。【森林浴】をテーマにした「夏の花養生ステイ」では、「propellaheart」監修の生花や書籍、

日本生まれのフレグランスブランド「KO-GU」が提供する香りの体験に加えて、日本茶カフェ「八屋」が、数あ

る日本茶の中から冷茶に最適な茶葉をセレクトし、お茶専用のうすづくり水出しカラフェにてご提供します。 

「ONSEN RYOKAN 由縁 新宿」ならではの日本文化とおもてなしを感じる空間で、極上の日本茶体験を楽し

む、暑い夏を涼やかに彩る旅館ステイプランが実現しました。 

 

■企画概要 

【お部屋で愉しむ森林浴気分】涼緑と温泉に癒される花養生ステイ 

【開催期間】2022 年７月 25 日（月） ～2022 年８月７日（日） 

【ご予約期間】2022 年７月 14 日（木）～2022 年８月７日（日） 

【プラン内容 】 

ご宿泊／「八屋」セレクトの 3 種の日本茶をお茶専用のうすづくり水出しカ 

ラフェ「teplo cold brew carafe（詳細は後述）」にて飲み比べ体験、 

花を用いた空間や時間の演出をプロデュースするクリエイティブユニット

「propellaheart」による生花・セレクト書籍をお部屋にご用意、 

日本生まれのデイリーフレグランスブランド「KO-GU」による香りの体験、 

「KO-GU」オードパルファム「フォレスト」 4ml 1 点のお持ち帰り 

【場所】ONSEN RYOKAN 由縁 新宿 東京都新宿区新宿 5-3-18 

【部屋タイプ】禁煙ダブルルーム高層階（1 日 1 室限定） 

【予約サイト】https://bit.ly/3zeoehJ 

 

http://www.faithnetwork.jp/
https://bit.ly/3zeoehJ
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■「八屋」による日本茶飲み比べ体験詳細 

 本宿泊プランでは「八屋」が厳選した下記の日本茶 3 種をこの時期にぴったりな冷茶にてご堪能いただけます。 

 

・玉露ブレンド煎茶 

 宇治の玉露と静岡の煎茶をブレンド。 

玉露の旨味と煎茶の爽やかな香味、どちらも楽しめる 

ブレンド茶です。 

 

・柚子煎茶 

爽やかな柚子の酸味とお茶の渋み、お互いを引き立て 

あった新しい美味しさです。 

 

・和紅茶 

鹿児島県産の茶葉を使用した国産紅茶。渋みが少なく、 

華やかな香りをお楽しみいただけます。 

 

 

 

さらに今回は、佇まいの繊細な美しさとお茶のおいし

さを追求し、日本の職人の手仕事で創りあげたお茶専用

のうすづくりの水出しカラフェ「teplo cold brew 

carafe」にて、日本茶の飲み比べを体験いただけます。※ 

※「八屋」店舗でも、7 月 25 日～8 月 7 日限定でカラ 

フェでの冷茶飲み比べ試飲を提供 

 

 

製品名  ：「teplo cold brew carafe」  

製品情報 ：https://teplotea.com/carafe 

（上記オンラインショップ以外で「八屋」店舗でも製品の購入が可能。現在、実店舗での販売は八屋のみの展開） 

提供企業名：株式会社 LOAD&ROAD  

 

 

■「八屋」について 

“日本文化を現代に再構築”をコンセプトとした日本茶

カフェです。厳選した茶農園の茶葉のみを使用し、お茶

のラテでは和三盆、スムージーでは白餡で甘さを出すな

ど和の素材にこだわった、お茶本来の味や香りがしっか

りと感じられる本格的なドリンクを提供しています。 

2021 年 6 月に千駄ヶ谷にてリニューアルオープンし、

イートインスペースを設け、日本茶との相性にこだわっ

た、おにぎりやあんみつなどを新たにメニューに加えて

います。「八屋」では、日本茶に直接炭酸ガスを注いだ“炭

酸冷茶”など、これまでにない新しいお茶の楽しみ方を提

案してまいります。 

 

【「八屋」厳選茶葉 ※イメージ画像】 

https://teplotea.com/carafe
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【店舗情報】 

店名  ：八屋（はちや） 

所在地 ：東京都渋谷区千駄ヶ谷 3－2－10  

URL  ：http://8ya.jp/ 

営業時間：8：30～18：30（L.O18：15） 

定休日 ：土曜・日曜・祝日・年末年始 

アクセス：東京メトロ副都心線「北参道」駅より徒歩２分 

JR 山手線「原宿」駅より徒歩８分 

東京メトロ千代田線「明治神宮前」駅より徒歩 10 分 

JR 中央・総武線「千駄ヶ谷」駅より徒歩 10 分 

 

■「ONSEN RYOKAN 由縁 新宿」について 

旅館の本質的な要素を見つめ直し、現在の宿泊者のニーズや環境に合わせて編集、提案する旅館。7 タイプ 193

室の客室を設け、最上階 18 階では新宿副都心の夜景が一望できる大浴場と箱根から運ぶ温泉露天風呂を楽しめ

ます。国内外でまちづくりにつながる事業の企画、設計、施設運営を手がける UDS が企画、設計、運営を手が

ける、UDS Hotels の施設です。 

 

名称      ：ONSEN RYOKAN 由縁 新宿（おんせんりょかん ゆえん しんじゅく） 

所在地    ：東京都新宿区新宿 5-3-18 

URL      ：www.uds-hotels.com/yuen/shinjuku/ 

Instagram：@yuenshinjuku 

 

■株式会社 LOAD&ROAD について 

お茶と IoT で食のパーソナライゼーションをリードする株式会社 LOAD&ROAD は、日本、米国、インドを拠

点とする、2015 年創業のテクノロジースタートアップ企業です。ハードウェアエンジニアで、代表取締役を務

める河野辺和典が率いるハードウェアチームと、ソフトウェアエンジニアで CTO の Mayuresh Soni がリードす

るソフトウェアチームによって構成されています。テクノロジーでお茶をデザインするというコンセプトのもと、

「teplo」ブランドをグローバルに展開し、プロダクト・サービスの開発および運営、販売を行なっています。 

 

企業情報  ：株式会社 LOAD＆ROAD 

所在地    ：東京都千代田区神田練塀町 3 番地 富⼠ソフト秋葉原ビル 12F 

代表取締役：河野辺和典 

商品 URL  ：https://teplotea.com/ 

 

■「KO-GU」について https://ko-gu.com/ 

生活の道具としての香りを提案するフレグランスブランド「KO-GU（コーグ）」は、日本生まれのデイリーフ

レグランス。毎日の暮らしを鮮やかに彩る日本製の高品質な香り。香水の本場グラースで調香した、世界最高級

の天然香料を主体とした極上の香料の良さを最大限に引き出すために無濾過製法にて八ヶ岳で生産。植物由来の

アルコールを使用し、環境負荷を抑えて人体への優しさを追求しています。年齢・性別を問わずすべてのお客様

にシンプル・クリーン・ナチュラルな優しいフレグランスを毎日使いやすいフェアな価格で提供します。人体へ

の安全性、環境と生物多様性に配慮した上で、日常の香りとして幅広く受け入れられ、「良い香り」の新たなスタ

ンダードとなることを目指しています。好きな香りの基準を知ることは自分自身を知ること。たくさんのバラエ

ティの中からお気に入りを見つけて、そのときの気分で香りを選び、自分なりにカスタマイズもできる。KO-GU

は積極的・能動的に香りと寄り添う新しい生活様式を提案します。 

 

 

http://8ya.jp/
http://www.uds-hotels.com/yuen/shinjuku/
http://www.uds-hotels.com/yuen/shinjuku/
https://ko-gu.com/
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■「propellaheart」について https://propellaheart.tokyo/ 

 propellaheart（プロペラート）は花を用いた空間や時間（とき）の演出をプロデュースするクリエイティブユ

ニットです。由縁シリーズでは、お客様をお迎えするエントランス、ゆったりとした時間をお過ごしになる客室。

ふとした瞬間に 四季を感じていただけるよう、おもてなしの心に花を添えさせていただけるよう演出をしてお

ります。オリジナルの花器 を使用し、四季折々の旬の花材を「シンプル」に「品良く」設える。決して華美にな

りすぎることなく、穏やかに流れる 時間にそっと寄り添うような空気感を心がけ、propellaheart は、日々四季

の美しい恵みに感謝をし、花を活けております。 

 

  

■「八屋」運営元：株式会社フェイスネットワークについて https://www.faithnetwork.jp/ 

住みたい街として人気の東京 城南 3 区エリア（世田谷区・目黒区・渋谷区）を中心とした、主に新築一棟 RC

マンションによる不動産投資支援事業を展開。土地の仕入・設計・施工・物件販売から賃貸の入居者募集・物件

管理に至るまで、全てを自社で管理するワンストップサービスを提供。独自ブランド「GranDuo（グランデュオ）」

を展開している。2021 年 10 月 2 日に設立から 20 周年を迎え、現在までに合計 250 棟以上の新築一棟マンシ

ョンをプロデュースし、城南 3 区エリアでの新築一棟 RC マンション竣工棟数は No.1。 株式会社建設データバ

ンクのデータを基に自社調べ (2022 年 3 月末時点) 

マンションを軸としたオーナー様の夢の実現サポートと、城南３区エリアでの入居者の理想のライフスタイル

を叶え続けている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住所   ：東京都渋谷区千駄ヶ谷 3－2－1 FaithBldg.  

代表取締役：蜂谷二郎 

事業内容 ：不動産業／建設業／一級建築⼠事務所    

証券コード：東証プライム市場 3489 

【報道関係者お問い合わせ先】 

株式会社フェイスネットワーク 広報企画部 森前（モリマエ）、平山（ヒラヤマ）、青木（アオキ） 

TEL：03-6804-5837 MAIL：press@faithnetwork.jp 

https://propellaheart.tokyo/
https://www.faithnetwork.jp/
mailto:press@faithnetwork.jp

