
仁
「価格勝負Jから「価値創出jヘ
事業拡大に向けて前進に取り組む
“チャレンジ"企業の経営・運営戦略

編集部
に一一

長引く景気低迷による集客 ・売上げ滅

に加え、融資帯克の悪化など、レジャー

ホテルの経営 ・運営環境は依然として厳

しい状況が続いている。

けれども、事業として安定成長を目指

していくためには、逆風下に前進する経

営 ・運営の取組みが求められる。

本特集では、現状の厳しい経営 ・運営

環境を打破すべく 、ホテルづくり ・運営

に注力する最新のホテル事例を紹介す

る。

それぞれのホテル、企業は、ローコス

F宿泊業としての高品質な空間・サービスの提供に注力し
| 地方マーケットにおいて安定した収益確保を目指す

川 善忠(秘 代表取締役.小川一雄氏

善忠(糊ま、幸応潟県J謹市で2軒、幸応潟

市で1車問レジャーホテルを経営し、今

年3月には新潟市内で新居舗のリニュー

アルオーブンを予定している。同社は、

ソフト書見のホテル開発運営に注力し、

地方都市において、安定した売上げを維

持している。

• 
休憩利用が落ち込む一方で

ふ夜の宿泊利用が堅調に推移

一一→現状のホテルの売上げ実績からお聞

かせください。

小川 昨年7月に上越市でリニューア

ルオープンした「楽園伝説J(16室)、

同じく 12月にリニューアルを行なった

IHOTEL CASAGRANDEJ (20室)は、

ともに 1か月 1室55万円前後の売上げ

で推移しています。

2ホテルの昨年11月から 3か月間の売

上げ実績は、対前年比98-100%といっ

た状況です。昼間の休憩利用が落ち込む

一方で、、夜の宿泊利用カ可申び、客単価は

平均で7，800円とアップしたものの、組

数減でほぼ昨年並みといった実績で、す。

一一利用客層の変化についてはいかがで

すか。

小川 “目的客"の利用が増えたとい

う印象をもっています。とくに夜の宿泊

は、 1ホテルで月20件以上の予約利用が

みられるなど、リピート率がさらに高く

なっています。

昼間の休憩を中心とした、若者客や、

ラブユース主体の利用客のホテルの利用

頻度が主刻、し、さらにそうした層の利用

が料金の安いホテルに流れる傾向にある

一方で、↑起直な空間でカップルでゆった

りと過ごしたいという客層が、当社ホテ

トリニューアル、コンブライアンス経営、

資金調達、人材教育、集客 ・販促戦略、

飲食メニューなど、さまざまな視点・ア

ブローチから、オ}ナーの経営決断のも

とに、現状の困難打破に向けた取り組み

に挑戦している。

ルに集中しているということです。

従来のレジャーホテルの集客戦略とし

ては、休憩、宿泊ともに幅広い需要を獲

得するというものでしたが、とくに当社

のような地方都市の場合は、高客単価の

夜の宿泊需要を確実に確保するというこ

とは、安定売上げに不可欠の要素といえ

ます。

一一業界全体で売上げの低下傾向が続い

ていますが。

小川 当社ホテルも、全盛期は 1か月

I室70万円の売上げを維持していました

が、この数年、売上げは低下しています。

とくに上越市内の2ホテルは、エリア内

で高い料金設定を行ない、高客単価層を

中心に集客してきましたが、現状の経済

環境下、地方都市で2ホテル合計36室の

規模で、そうした客層を取り込むことは

むずかしくなっています。
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レジャーホテル

ただし、レジャーホテル業界か衰退の

方向に向かっているかというと、私は

そうは考えていません。不況によるマー

ケットの縮小はすべての業界に当てはま

ることであり、 重要なポイントは、レ

ジャーホテルの事業特性である高い収主主

性が維持できているかということです。

売上げが1か月l室70万円から50万円に

下がっても、経常利益で40%前後を維

持できるのであれば、まだまだ有望なビ

ジネスということができます。

• 
宿泊サービス業としての

顧客満足の徹底追求が求められる

一一レジャーホテルほど収益性の高い事

業は少ないということですね。

小川 ただし、レジャーホテル事業を、

そうした収益性の観点だけで捉えること

には私は否定的です。

かつて、 一般投資家向けに高利回りを

i匿ったレジャーホテルファンドがいくつ

か登場しましたが、レジャーホテルは、

宿泊サービス業であり、安定集客を維持

するための質の高い空間 ・サービスの提

供が求められます。単純な不動産投資

ではないということです。顧客満足を無

視して収益性だけを追い求めるのであれ

ば、ホテルとしてのサービスレベルが低

下し、固定客の獲得はむずかしいでしょ

つ。

ホテル運営の基本は、顧客満足の追求

です。お客さまに満足いただける空間 ・

サービスの提供に注力し、その結果とし

て高利回りが期待できるということで

す。

一一顧客満足を実現するための考え方と
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外観

アーチ門、港屋サイン、 パームツIjーの演出により外観イメージを一新。照明演出の見直しにより夜間の視
認性も向上

外壁

車庫は暖色系の塗装を実施するとともに、内照式の客室パネルを設置し、ルーム空間を効果的にアピール

しては。

小川 これまでのレジャーホテルの考

え方は、最新設備をフル装備し、さまざ

まな遊びの提案を行なうというものでし

たが、今後のホテル運営においては、費

用対効果ということがさらに重要になり

ます。そのため、“お客さまのニーズに

的を絞ったサービス提供"ということが

大きなポイントになるのです。そのため

当社ホテルでは、リニューアルの際に、

カラオケなどの各種アミューズメントは

すべて客室から外しました。

その一方で、客室空間としての↑起直性

や利便性の向上、それと、これは当社ホ

テルの特長なのですが、質の高い飲食メ

ニューの開発・提供に注力しています。

たとえばインターネットを業界でもいち

早く導入するとともに、 Wi-Fiにもすぐ

に対応しました。お客さまの利便性を考

えると、 web環境の充実は不可欠と考

えたからです。

また、飲食は、 生地から作った材各的

なピッツアや焼き立てクロワ ッサンな

ど、 “手作り"に徹底してこだわったメ

ニュー提供を行なうとともに、タ ッチパ

ネル式の飲食のオーダリングシステムを



STAFF INTERVIEW類似代を支える若い活力 善忠(株)・小関美里氏

rCASA LABEL HOTELSJとして、新潟県上越市を中心!こレジャーホテルを展開する善忠

(械は、昨年4月に大学新卒の女性スタッフを採用。若い感性を活かした好感度なホテル空間・

サービスの提供に取り組んでいる。「レジャーホテル一年生Jとなる小関美里さんに、今後

の抱負について伺った。

地元での就職先として人気のレジャーホテルを選択

一一小関さんは昨年 4月に善忠(株)に正社員として就職されたわけ

ですが、その経緯からお聞かせくださし、。

小関 高校まで上越市で過ごし、大学進学のために新潟市に出

ましたが、就職は地元と考えていました。また、就職難に加え、

地方都市は有力企業が少ないため、苦戦は覚悟していたのですが、

当初から事務職と営業職には就きたくないという気持ちをも って

いました。

そこで地元のサービス業と小売業を中心に就活に取り組むなか

で、 IHOTEL CASABLANCA (昨年7月に 『楽園伝説』として

リニューアルオープン)Jの正社員スタ ッフ募集の求人票に出会っ

たのです。

HOTEL CASABLANCAカずレジヤーホテJレだということは。

小関 地元では有名なホテルですから、知っていました。ただ、

居酒屋などの飲食庖で働くよりも、刺激があって面白そうだと考

えたのです。また、 HOTELCASABLANCA治宝ブランドカをもっ

た人気ホテルということも応募の際の理由のーっとして上げられ

ます。

実際に就業していかがですか。

小関 レジャーホテルの業務としては、ルーム清掃が中心と漠

然とイメージしていたのですが、実際にはさまざまな業務が求め

られます。フロント、ルーム清掃、それに飲食の調理など。とく

に当社のグループホテルは、質の高い飲食メニューが特長となり

ますから、通常の飲食庖と比べても遜色ないメニュー提供が求め

られ、細かい調理指導を受けました。

また、グループホテルのweb管理も業務の一つです。先月から

ツイ ッターをスタートさせ、フォロアーも徐々に増えています。

一一小関さんにと って仕事のやりがいとは。

小関 社長をはじめ皆さんに期待していただいているというこ

とが大きいです。業務内容やサービスなどに関しでも、どんどん

意見を出すようにと言われています。まだまだ経験が浅くそこま

では無理ですが、今後は、アメ ニテイやサービス内容などで、20

代の視点から色々と提案していきたいと考えています。

それともう 一つ、多くのお客さ まに評価していただくというこ

ともやりがいとなっています。

レジャーホテルの場合、通常のサービス業のように、お客さま

に面と向かつて 「ありがとうJr楽しかったよ」と言っていただく

機会はありませんが、リピーターや、予約のお客さまにご利用い

ただくと、 「このホテルのサービスを評価してもらっているのだな」

と実感できます。とくに当社は、周辺ホテルと比べて高い料金設

定を行なっていますから、料金が高くてもわざわざ予約してまで

利用してもらえるということは、サービスを提供する側としては

大きな励みになります。

一一仕事以外の余暇の過ごし方としては。

小関 ショ ッピングが多いです。これはサービス業の宿命です

が、人が遊ぶ休日に働かなければならないということがあるので

すが、私の場合、彼氏も平日が休みになる職種のため、そうした

面では恵まれています。

一一今後の仕事に対する抱負としては。

小関 まだ働いてl年にも満たないわけですから、いまは将来

のことはまだみえていません。与えられた仕事を毎日やり切って

いくだけです。

当社のグループホテルは、通常のレジャーホテルと比べて業務

は多忙といえますが、逆に毎日が充実しています。

社長も常に現場に出てきて声をかけてくれます。職場環境もと

ても風通しがよくて私としては働きやすいですね。社長の期待に

どこまで応えていけるかが、私にと っても っとも大きなテーマと

なっています。

今後も長期的な就職難が予想されるわけですが、レジャーホ

テル業界は小関さんのような若い人材を獲得するチャンスといえ

るかもしれません。

小関 レジャーホテルのキメ細かな接客レベルは他の宿泊業態

と比べても非常に高く、求められるスキルも多くてやりがいのあ

る職種だと思います。

ただ、私自身、HOTELCASABLANCAではなく、古ぼけたホ

テルの求人広告であったら応募したかというと自信はありません。

レジャーホテルに対する特別な偏見はないつもりですが、やはり

そこで働きたくなるような質の高い空間 ・サーピスは求められる

ともいます。

また、 善忠という企業が、多庖舗化を図るなど、事業拡大に積

極的に取り組んでいるということも応募のうえで一つのポイント

となりました。

一一本日はありがとうございました。

導入し、オーダー率アッフ。を図っていま

す。

こうした質の高いフー ドをセットにし

た宿泊プランを用意しているのですが、

予約のお客さ まのほとんどが利用される

など、高い制面をいただいており ます。

圃

コ 若い感性を活かした

弓 新たな空間・サービスが求められる

口
一一売上げカず低下傾向のなかでの、収益

性確保の取組みとしては。

小川 徹底したコス ト意識のも とに、

サービス レベルの向上に取り組んで、い

ます。当社は昨年、上越市で楽園伝説と

HOTEL CASAGRANDEのリ ニュー

アルを行ないました。ともに玄子空間デ

ザイン研究所にプロテeユースおよびデザ
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-・・E註司‘ レジャーホテル「価値創出Jへの道筋一一成熟市場に生き残る経営・運営戦略

インを依頼し、実際の施工 ・監理は当

社が担当し分離発注を行なっています。

そのため、両ホテルとも全面リニュー

アルながら、楽園伝説は約5，700万円、

HOTEL CASAGRANDEは約7，400万

円というローコストリニューアルを実現

しました。

その一方で、当社ホテルは、前述のよ

うに本格的な飲食提供が特長となってい

ますから、厨房機能には通常のホテルの

2-3倍の設備投資を行なっています。

戦略的に“必要なコストはしっかりとか

ける"ということです。

-ー今後のレジ.ャーホテル運営の考え方

としては。

小川 宿泊サービス業として、お客さ

まのニーズにどこまで応えていけるかと

いうことに尽きます。その手法に関して

は、私自身、まだまだ謝論誤の繰り返

しです。
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利用客の快適性、利便性に配慮したレイアウト改善を行なうとともに、グラフィック演出により非日常感を演出。
また、フ ドにこだわりをもったホテルであることから、食事がとりやすい大きめのテーブルに変更

当社は昨年4月に、大学新卒の女性ス

タッフを採用し、現場のオベレーション

に加え、 web管理など、さまざまな業務

に取り組んでもらっています。また、今

年3月には20代の男性スタッフの採用も

予定しております。現状の当社スタ ッフ

の平均年齢は30歳代前半です。

こうした若いスタ ッフの感性を活かし

たホテルづくり ・運営が、今後の業界発

展に不可欠の要素であり、さらに、新し

い才能に活躍の場を与えることが、ホテ

ル経営者である自分自身の使命であると

認識しています。

手作り感のある本格
的な飲食メニューを
提供するとともに、
オ ダリングシステ
ムにより効果的にア
ピール


