
 

 

 

ププリリフファァーードド  ホホテテルルズズ  ＆＆  リリゾゾーーツツ	 	  
アアジジアア・・パパシシフフィィッックク地地域域のの個個性性的的なな 9軒軒をを含含むむ 23のの新新規規加加盟盟ホホテテルルををごご紹紹介介  

 

2017年 8月 

世界最大の独立系ホテルブランド、プリファード ホテルズ ＆ リゾーツは、2017年 5月から 7月の間
に世界 13カ国より 23の新規加盟ホテルを迎えました。新たに 9軒が加盟したアジア・パシフィッ
ク地域へのトラベラーは、さらに広がった豊富なオプションより#ThePreferredLife	 (当ブランド
のロイヤルゲストが投稿するインスタグラム、#ザ・プリファードライフ）の写真のような個性的
で思い出に残る宿泊体験をお楽しみいただけます。	  

プリファード ホテルズ & リゾーツのポートフォリオより最新のホスピタリティ・エクスペリエン
スをご紹介します： 

日日本本・・東東京京   
• セセルルリリアアンンタタワワーー東東急急ホホテテルル  

洗練されたゲストルーム、高い支持を得る数々のレストラン、充

実した施設を兼ねそろえた地上 40 階建ての高層ビルに位置する
セルリアンタワー東急ホテルは、渋谷駅や有名な忠犬ハチ公像、

世界最大級の通行量を誇る渋谷スクランブル交差点など象徴的な

観光名所へ徒歩圏という抜群の立地に位置するシックなラグジュ

アリーホテルです。ホテルでゆっくりとお食事されたいゲストは、

東京のスカイラインを眺めながら本格的なプロヴァンス料理をお楽しみいただけるタワーズ

レストラン「クーカーニョ」がお薦めです。またタワー内には、定期的に日本の伝統芸能な

どの公演が行われる能楽堂があり、見学可能日には能楽堂をご覧いただけます。 
 

• ホホテテルル椿椿山山荘荘東東京京	 
当ホテルは、東京の中心部にある 12.4 エーカー（約 1.5 万坪）に
およぶ美しく広大な日本庭園に佇むコンテンポラリー・ラグジュ

アリーホテルです。数々の受賞歴を誇る当ホテルは、267 室のエ
レガントなゲストルームを有し、その多くのお部屋より緑豊かな

庭園を眺めることができます。この庭園には美しい史跡が点在し

ており、14世紀に創建されたといわれる荘厳な三重塔など見どこ
ろが満載です。ゲストは庭園内に佇む 100 年もの歴史を持つ伝統的な茶室で茶道体験にご参
加いただけます。またホテルの 9店舗のレストランで最高のお料理をご堪能ください。	 
	 

ベベトトナナムム・・ホホーーチチミミンン  
• シシャャーーウウッッドド・・ススイイーートト  (Sherwood Suites)  

ホーチミン市の中心部という好立地に戦略的に建築され、間もな

く開業を迎えるシャーウッド・スイートには、スタジオルーム、

1 ベットルーム、2 ベットルームのアパートメント、ペイントハ
ウスの計 157 室あり、すべてのお部屋にスタイリッシュなイタリ
ア家具とキッチンが備えられ、ビジネスにもレジャーにも快適に

ご利用いただけます。さらに、館内には温度管理されたスイミン

グプール、アジア料理と地中海料理を提供するレストラン、お子様向けプレイルーム、プラ

https://preferredhotels.com/


イベート・シネマルームが完備されています。ホテルからは毎時シャトルバスが運行してお

り、ノートルダム大聖堂や戦争証跡博物館、サイゴン・オペラハウスなど近隣の観光スポッ

トを訪れるのに大変便利です。 
 

ススペペイインン・・シシッッチチェェスス  
• ホホテテルル MiM シシッッチチェェスス  (Hotel MiM Sitges) 

バルセロナから南西に約 45 分ほどの場所に位置する当ホテルは、
隠れ家的な地中海スタイルのエスケープリゾートです。ゲストは

ホテルの屋上ラウンジ、「スカイ・バー」で、カクテルを飲みな

がらタパスを味わい、シッチェスの街並みと海を 360 度パノラマ
ビューでご堪能いただけます。ゆっくりとシエスタを過ごしたい

トラベラーは、ハイドロセラピー、塩水プール、サウナ、ハマム、

8 室のトリートメントルーム、究極の休息とリラクゼーションを提供する酸素ルームを完備
した約 464㎡の広さを誇るMiMスパで至福のひとときをお楽しみください。 

 

ジジャャママイイカカ・・モモンンテティィゴゴベベイイ  
• イイベベロロススタターー・・ググラランンドド・・ホホテテルル・・ロローーズズ・・ホホーールル（Iberostar Grand Hotel Rose Hall）

真っ白な砂のビーチや透明な青い海を求めるトラベラーを迎え

るオールインクルーシブのカリビアン・エスケープがイベロス

ター・グランド・ホテル・ローズ・ホールです。ゴルフプレイ

ヤーは海沿いシナモン・ヒルの 18 ホールのコースを楽しみ、美
食家は地元ジャマイカ料理から、日本の鉄板焼き、イタリア料

理、伝統的なグルメまで、館内の 4 店舗のレストランで豊富な
メニューを堪能していただけます。ゆっくりとジャマイカン・タイムを過ごしたいゲスト

はシーサイド・スパ・トリートメント、ローマ式バス、ウェルネス・プール、ハマムやサ

ウナでお寛ぎください。 
 
その他プリファード ホテルズ & リゾーツに加盟した新規加盟ホテルのご紹介： 

アアジジアア・・パパシシフフィィッックク地地域域  
• ビヤドゥ・アイランド・リゾート（Biyadhoo Island Resort） モルディブ・南マーレ環礁 
• ミンヨン・チェンドゥ・ドンダ・ホテル（Minyoun Chengdu Dongda Hotel） 中国・成都 
• ミンヨン・チェンドゥ・ケホワ・ホテル（Minyoun Chengdu Kehua Hotel）中国・成都 
• ウインザー・プラザ・ホテル（Windsor Plaza Hotel）ベトナム・ホーチミン 
• ウェルカムホテル・コインバトール（WelcomHotel Coimbatore）インド・コインバトール 
• ザ・チェディ（The Chedi）インド・ムンバイ 
 

アアメメリリカカ・・カカリリブブ地地域域  
• イベロスター・グランド・ホテル・パライソ（IBEROSTAR Grand Hotel Paraiso）  
メキシコ・プラヤデルカルメン 

• イベロスター・グランド・ホテル・バヴァロ（IBEROSTAR Grand Hotel Bavaro） 
ドミニコ共和国・プンタカナ 

• グランド・ポランコ・レジデンシャル(Grand Polanco Residencial)	  
メキシコ・メキシコシティ 

• ザ・ゲストハウス・オブ・グレースランド（The Guest House of Graceland） 
アメリカ合衆国・テネシー州メンフィス 

• ネープルズ・ベイ・リゾート（Naples Bay Resort） 
アメリカ合衆国・フロリダ州ネープルズ 

• ベアーマウンテン・イン（Bear Mountain Inn） 
アメリカ合衆国・ニューヨーク州ベアーマウンテン 

• ウォーターズ・エッジ・リゾート & スパ（Water’s Edge Resort & Spa） 



アメリカ合衆国・コネチカット州ウエストブルック 
• アンバサダー・シカゴ（Ambassador Chicago）アメリカ合衆国・イリノイ州シカゴ 

 
ヨヨーーロロッッパパ地地域域  

• マーチャンツ・メイナー・ホテル&スパ（Merchants Manor Hotel & Spa） 
イギリス・ファルマス 

• ペスタナ・ヴィンテージ・ポルト・ホテル（Pestana Vintage Porto Hotel） 
ポルトガル・ポルト 

• ホテル・ブリストル・パレス（Hotel Bristol Palace）イタリア・ジェノヴァ 
• アリウム・ヴィラス・リゾート（Allium Villas Resort  ）トルコ・ボドルム 

 
ホテルのご予約はオンライン、または新しく登場した iPrefer（アイ・プリファー）モバイルアプ
リをご利用ください。iPrefer（アイ・プリファー）で獲得したポイントは、リワードサーティフ
ィケートに交換でき、客室料金、ホテルのアメニティ、ダイニングやスパサービスなどの付帯施

設でのお支払い、エリート・ステータスへのアップグレードなどにご利用いただけます。（*ホテ

ルによっては、客室料金以外はご利用いただけない場合もございます。）入会費無料の iPrefer
（アイ・プリファー）ホテルリワードプログラムは、現在、世界で 180 万人以上が登録していま
す。	 

	 

新規加盟ホテルに関する詳細、プリファード	 ホテルズ &	 リゾーツ加盟施設の詳細、ご予約に関
しては www.PreferredHotels.comをご覧ください。	 
	 

ププリリフファァーードド	 	 ホホテテルルズズ  &	 	 リリゾゾーーツツににつついいてて	 	 

プリファード	 ホテルズ	 &  リゾーツは世界で最大の独立系ホテルブランドです。85ヵ国において
650以上の個性的なホテルやリゾート、レジデンスと、特色のあるホテル・グループが加盟してい
ます。プリファード	 ホテルズ	 &	 リゾーツの 5つのグローバルなコレクションは違いが分かるゲ
ストに、ライフスタイルや旅、イベントのご要望に沿った、唯一無二のラグジュアリーなおもて

なし体験を提供します。	 加盟施設は全て、プリファード	 ホテルズ	 & リゾーツ統合品質保証プロ
グラムにより、最高の品質と比類なきサービスレベルを維持することが求められています。

iPrefer™（アイ・プリファー）ホテルリワードプログラム、プリファード・レジデンス℠、プリファ

ード・ファミリー℠、プリファード・プライド℠、プリファード・ゴルフ℠では、ユニークな体験を

求めるゲストに価値のある多彩なベネフィットを提供いたします。プリファード	 ホテルズ	 &  リ
ゾーツの詳細はウェブサイト(www.PreferredHotels.com)	 をご覧ください。	 	 
	 	 

ここののププレレススリリリリーーススにに関関すするるおお問問いい合合わわせせはは下下記記ままででどどううぞぞ::	 	 

Arlene Benger-Tan 
Preferred Hotels & Resorts 
Senior Manager, Public Relations (Asia Pacific) 
Tel: +65 6577 2487 
abenger@preferredhotels.com 
 
ケントス・ネットワーク 
小原由起子 
Tel: 03-3403-5328 
info@kentosnetwork.co.jp 
 
	 

 


