汽＇

1

喜贔疇広， 、”‘9
ふ

旅籠「越前屋」から
「エクセルイン大宮」へ

「リゾートXホテルのおも
てなし」で最大の効果を

食と音楽で癒やしと感動を
提供するホテルブランドへ

来年以降の正常化を
見据え新たな改革の年に
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います。

コロナ禍の中、 当社は昨年、 自社ブランド「グランバッハ」
の新店を7月に仙台と11月に東京の銀座にオ ー プンしまし

経済の正常化に向けた模索が行なわれるものと見られてい

コロナ禍2年間では厳しい状況が続きました。 足元では
宿泊のお客さまが戻りつつあるものの、 宴会などの戻りは鈍

た。 開業に際しては、 食と音楽を通して癒しと感動を提供す

ますが、 海外では引き続き感染者数の増減が続いているこ

るグランバッハの存在意義のもと、 ブランドコンセプトをブ

21年は、 コロナウイルスとの戦いに明け暮れた地球でし
た。 そんな中、 東京オリンピック、 パラリンピックが開催さ
れ、無事に終了したことは、誠に良かったと思います。 そして、
世界各国の選手達からは、 感動、 勇気、 力、 希望をもらい
ました。
そんな中、 私どもの念願でありました、 地 元大宮に「エク

当社では、 ホテルオ

ー

クラJRハウステンボスを運営して

い状況です。 また、 インバウンドの戻リはさらに遅れ最後に

ラyシュアップしました。 グランバッハは、 」．S.バッハの音楽

なるかと思われます。 このため当面は海外に行けない国内

でお客さまをお迎えし、 静謡な環境ときめ細やかなおもてな

従って2022年については引き続き国内を中心とした運営を

ー

想定しています。
2021年はゲストエクスペリエンス改革と位置づけ、 モバイ

しで寛ぎの時を演出するとともに、 食材にこだわり、 グリ

のお客さまを取り込んでいきたいと思います。 また、 宴会、

まの「命」を大切に！をモットー に、建物は地震に強い「RSL

婚礼などは厳しい状況が継続しご予約いただいても規模が

ンハウスグル ー プの強みである管理栄養士とシェフが創り上

免震工法」を採用しました。JR 大宮駅新幹線改札口よリ一番

小さくなると思われます。 より質の高いサ ー ビスや施設の提

げる食事が、 美味しさとウエルネスを追求した新しいホテル

‘

近いホテルとして、 安心してこ 利用いただけます。22年1

2021年10月以降の国内感染者の急減を受けて、 当面は

と、 新たな変異株が不定期で発生するであろうことから、 海
外の往来が正常化するのは2023年以降と見込んでいます。

セルイン大宮」を開業させる計画を遂行させました。 お客さ

ダイニングの形となることを目指しています。

ー

供で、 落ち込みをカバ していきたいと思います。

ルサ ー ビスによるゲストの滞在体験の拡充を図りました。22
年は新たにブランディング改革の年と位置づけています。 先

ー

マ ー ケティングやデジタル化とともに、 アセットライトなホ

駆けて21年7月には全国11 施設1200室の個性的なブラ

テルマネジメント事業にはブランドカの強化は極 めて重要で

ンドたちを束ねたアンブレラブランドとして「LIVELY HOTELS

込めた「作品」が出来上がったと自負しておリます。 また同

マパ クにありながら温泉や質の高いサ ビスの提供など、
引き続き力を入れてコロナからの挽回を図リたいと思いま

す。食と音楽で差別化された体験をゲストに感じていただき、

（ライブリ ー ホテルズ）」を発表いたしました。 それぞれの

時に、 旅籠を興した曾祖父母、 祖父母の想いを「形」に出

す。

さらにグランバッハの輪を広げることで、 アフタ ー コロナの

ブランドがもつ個性的な世界観は活かしながら、 人的およ
びデジタルサ ー ビス、 顧客リレ ー ションシステムを共通化し

ー

月20日にグランドオ プンとなリます。 今 までのホテル事業
の集大成として、「設計、 建設、 運営」のスタッフの思いを

一方で、私どものホテルは、ハウステンボスの眺望や、テ
ー

ー

今後も、 コロナの次の波や人 材不足の懸念がある中、 引

来たと思います。
大宮に来たら、 「やっぱり、 ここだよね！」と言われるホテ

時代での飛躍と成長を実現したいと考えておリます。

て強化を図リスケ ー ルメリットの効く基盤を構築し、 今後の

き続きお客さまの安心、 安全を基本 にして、 よリよいサ ー ビ

運営数の拡大につなげていきたいと考えています。

ルを、 社員全員と作リ上げていく所存です。

スを提供していきたいと思います。

高レジリエンスで
「V字回復」をめざす

選ばれるホテル
ナンバーワンを目指して

新たな価値を提案し、
旅の目的地となるホテルヘ

開業20周年を迎え、
さらに進化するホテルヘ

JR九州ホテルズ（樹
代表取締役社長

（株）近鉄・都ホテルズ
代表取締役社長

（樹京王ブラザホテル
代表取締役社長

（株）京王プレッ ‘ノイン
代表取締役社長

松本淳也

西村隆至

若林克昌

浜田丈夫

世界中の人々の社会・経済活動、 とりわけホスピタリティ

近鉄・都ホテルズは、21年10月、 世界最大級の不動産

京王プラザホテルは、 コロナ禍においても早い段階から
感染症への対策とともに新たな需要の掘り起しに積極的に取

ビジネス業界に大きな影響を及ぼしてきた新型コロナウィル

資産運用会社で、 グ只＿バルにホテル事業への豊富な投資

スの感染拡大も、 ワクチン接種の進展や経口治療薬の開発

実績とホテル経営の知見を持つブラックスト ー ンと、 8 ホテ

り組み、 ホテルスタッフがお届けする「特製デリバリ ー 和食

など漸く明るい兆しが見えてまいりました。

ルについて合弁事業を開始し、 当社は運営に特化すること

箱御膳」をはじめ、「ハイブリッド型宴会」や「ホテル型サ ー

この間、 弊社も会社設立以来最大の試練を奇貨として、
固定費の削減や DXの推進など抜本的な事業構造改革に取

にいたしました。 また、 それ以外のウェスティン都ホテル京

ビスアパー トメント」など、 ライフスタイルの変化にあわせ

ー

都、 志摩観光ホテルなど直営ホテルにおいても、 アフタ

た多彩な商品をご提案してまいリました。 今後も外部環境の

り組み、 来るべき本格的な市場回復期にむけてレジリエンス

コロナを見据え、 エリア戦略をはじめ、 事業価値の向上に

変化やお客さまのニ ーズに柔軟に対応しながら、 ホテルとし

を高める最大限の努力を傾注してまいりましたが、 コロナ禍

向けたパ

シップの構築に取り組み、 持続的かつグ

て新たな滞在の価値を提案し、旅の目的地「デスティネーショ

を挟み、 旅のトレンドやゲストのニ ー ズの変化も日々実感す

ロー バルな発展を目指します。
ホテル運営を取り巻く環境は目 まぐるしく変化しており、 よ

ンホテル」となることで、 ファンを増やしていきたいと思って

り一層、 適応力を試される時代に直面しておリます。 ブラy

ションです。 お客さまの安心•安全はもちろん 、 食品ロス削

るところです。
本年は京都において新規ホテル開業を計画する傍ら、 既

ー

ー

トナ

おります。 また、SDGsの推進も企業に課せられた大切なミッ

存プロパティのリモデリングを進めるなど、 新たな価値創造

クスト ンの知見も活かしながら、 これまで130年以上の歴

減やダイバ ー シティなど、 引き続き積極的に取り組んでまい

に挑み、常に成長と進化を遂げながら、お客さま、地域社会、

史と伝統に培われてきた「都ホテル」ブランドとオペレー ショ

リます。

ー

従業員をはじめ、 当社のステ クホルダ

ー

の期待に応えうる

ホテル経営を通じて「V字回復」をめざしてまいります。

ー

層の磨きをかけ、「繊細な心配りと培われ

昨年6月に迎えた開業50周年のスロー ガン「これからの

た品位が生み出す心あたたまる時間」をお客さまにお届け

ホテルヘ、 これからも笑顔で」を胸に、 この先の50年も笑

ンのノウハウに

一

し、 その地城のそのカテゴリ

ー

のなかで選ばれるホテルナ

ンバー ワンを目指してまいリます。
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顔を忘れず、 お客さまの声に寄り添いながら挑戦を続けてま
いります。

••

一

刻も早いコロナ禍の終息を願いますが、 この先コロナ
後の世の中になっても、 ビジネス需要は従前の規模には戻
らないと想定しております。
マ ー ケットが変化していく中で、 当社は「滞在自体を楽し
んでいただ＜施策」や「プレッソインファン創出」への取り
組みを開始しておリます。 新たな付加価値の提供を行ない、
当社自身も進化を続け、 新たなお客ざまやリピ ー タ ー のお
客さまから選んでいただけるホテルを目指します。
ホテル名の「プレッソ」はイタリア語で「寄り添う」とい
う意味があリ、 お客さまに寄り添うホテルでありたいという
当社の創業の願いが込められています。
現在東京都心部に11 店舗、 約2800室を展開しておリ、
2002年2月に1号店を開業してから今年で20周年を迎え
ます。
これまで支えていただいたお客さまや関係の皆さまへの
感謝の気持ちを忘れずに、 安全•安心・衛生や接客サ ー ビ
スなど当社がこれまで築き上げてきたものにはさらに磨きを
かけ、 そのうえで新たな魅力を積み上げていけるように日々
取り組んでまいリます。
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