
 
	  
	  
	  
	  
	  
 

 
       

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  
2018年年開開業業がが待待望望さされれるる新新規規加加盟盟独独立立系系ホホテテルルををごご紹紹介介  

 
2017年 12月 

世界最大の独立系高級ホテルブランド、プリファード ホテルズ ＆ リゾーツは 2018年に 13軒
の新規加盟ホテルを迎えます。世界中に広がる最新のラグジュアリーホテルでは、さまざまな

宿泊体験を提供し、旅を愛するゲストに＃＃ThePreferredLife（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滞在をお約束します。ヒューストン、上海、ウ

イーン、そしてチャールストンなどにまもなく開業するこれらの新規加盟ホテルは、世界 85
カ国において、それぞれの旅先のエッセンスを感じられるような唯一無二の宿泊体験を提供す

るプリファード ホテルズ ＆リゾーツのポートフォリオにふさわしいデスティネーションです。 
 
魅魅力力満満載載ののアアジジアア地地域域  

• ザザ・・ミミドドルル・・ハハウウスス（（The Middle House））中中国国・・上上海海（（2018年年初初旬旬開開業業予予定定））  
上海の商業エリアの中心部に開業が予定されるザ・ミドル・ハウスは、ミラノの建築家

であり家具デザイナーのピエロ・リッソーニがインテリアを手掛ける 111 室の客室と
102 室のサービスアパートメントで構成されます。この究極のラグジュアリーホテルは、
スワイヤー・ホテルズが手がける House Collective（ハウス・コレクティブ）シリーズのひ
とつで、ゆったりと贅沢な屋外スペースを設けることでアジア有数の喧騒な都市の中に

エレガントなオアシスを提供します。またスワイヤー・ホテルズとニューヨークを代表

するシェフ、グレイ・クンツとの人気コラボレーション、「カフェ・グレイ・デラック

ス」はザ・ミドル・ハウスのシグネチャー・レストランとしてオープンします。 
#ThePreferredLife ススタタイイルル  : 最高の贅沢を極めたいゲストは、広々としたペント
ハウスがお勧めです。14 階に位置するペントハウスは、おしゃれな南京街を西方向に
望み、ベッドルームが 2 部屋、バスタブが独立して設置されたオープンな作りのバス
ルーム、加えてプライベート・パーティーにふさわしい広々としたプライベートテラ

スやプライベート用のショーキッチンまで備えています。  
  

モンタージュ・ロス・カボス ザ・ミドル・ハウス（上海） フィルズプレイス	 ウイーン 



• シシャャーーウウッッドド・・ススイイーートト（（Sherwood Suites））ベベトトナナムム・・ホホーーチチミミンン（（2017年年 12月月開開業業予予定定）） 
ホーチミン市の中心部 3区の好立地に位置するシャーウッド・スイートは、オールスイ
ートのラグジュアリー・レジデンス＆ホテルです。157 室のサービスアパートメントは、
スタジオルーム、1 ベッドルームと 2 ベッドルームをご用意しています。すべての部屋
に調理器具や食器が揃うキッチン、イタリアのデザイナー家具、大理石のバスルーム、

天井から床までの開放感ある大きな窓が完備され、24 時間営業のジム、カクテルバー
付きのプールデッキ、地中海料理とアジア料理のレストランもご利用いただけます。 
#ThePreferredLife ススタタイイルル  : シャーウッド・スイートからは、統一会堂をはじめ
市内の人気ダイニングエリアやエンターテインメントエリア等、主要観光地を回る無

料のシャトルバスが毎時運行します。 
 
魅魅力力満満載載ののアアメメリリカカ地地域域  

• ボボビビーー・・ホホテテルル（（Bobby Hotel））米米国国・・テテネネシシーー州州・・ナナッッシシュュビビルル（（2018 年年春春開開業業予予定定））  

ボビー・ホテルは、ナッシュビルのダウンタウンに位置する有名なプリンターズ・アレ

イの至近距離に開業します。9 階建ての当ホテルは 144 室のゲストルームとスイートル
ームを有し、カフェ、オールデイ・レストラン、軽食も提供するカクテルバー、更に改

修された 1956 年のグレイハウンド・バスが置かれたルーフトップ・バーの 4 店舗のダ
イニングを備えています。ホテルの遊び心を生かした屋上のツアーバスは地方を回るミ

ュージシャンを彷彿とさせ、ゲストやここを訪れる地元のクリエイティブな人々がダウ

ンタウンの全景を見渡せる人気のスポットとなることでしょう。 
#ThePreferredLife ススタタイイルル  : 世界的にも有名なアート・ディストリクトに位置し、
世界有数の美術館や多数のライブ会場で開催されるコンサート、さらに人気の地ビール

など、ナッシュビルの文化を満喫いただけるロケーションです。 
 

• ザザ・・ポポスストト・・オオーークク・・ホホテテルル（（The Post Oak Hotel））米米国国・・テテキキササスス州州・・ヒヒュューースストトンン
（（2018年年春春開開業業予予定定））  
ヒューストンの最新のラグジュアリー・デベロップメントとして、アップタウン・ヒュ

ーストンに建設されるザ・ポスト・オーク・ホテルは、250室の客室とスイート、20室
のエグゼクティブ・レジデンスを有し、さらにブランドファッションのショップやロー

ルスロイス、ベントレー、ブガッティのショールーム、「マストロズ・ステーキハウス」

や「ウィリーＧシーフード」を含むレストラン、スパ、さらに共有のオフィススペース

など、ホテル以上の施設を提供します。ザ・ローン・スター・ステイト（ひとつ星の州）

として知られるテキサスで贅沢な滞在をお望みでしたら、メディアルーム、パーソナル

ジム、さらにプライベートアクセスが可能なパーソナルエレベーターや専用のヘリポー

トまで完備する約 470㎡のプレジデンシャル・スイートがお勧めです。 
#ThePreferredLife ススタタイイルル  : アウトドア派のゲストは、樫の大木やおとぎ話に出
てきそうな小道、静かに湧き出る泉や緑に満ちあふれた美しいホテルの敷地内での散

歩や、屋外でのお食事をお楽しみいただけます。素晴らしい風景に心奪われることで

しょう。 
 

• モモンンタターージジュュ・・ロロスス・・カカボボスス（（Montage Los Cabos））メメキキシシココ・・カカボボササンンルルーーカカスス  
          （（2018年年春春開開業業予予定定））  

オープンが待望されるモンタージュ・ロス・カボスは、美しいサンタマリア湾に面した

39 エーカー（約 4.7 万坪）の手付かずのビーチに広がるラグジュアリー・リゾートで、122
室の贅沢な客室とスイート、52 室のモンタージュ・レジデンスを有します。スパ・モン
タージュや 2 ヶ所の最新式プール、複数のダイニングでゲストは寛ぎの時間をお楽しみ
いただけます。さらにモンタージュ・ブランドの子供向けプログラム「ペイントボックス」

が豊富なアクティビティで小さなトラベラーにもご満足いただけます。モンタージュ・



ロス・カボスは、モンタージュ・ホテルズ＆リゾーツからプリファード ホテルズ ＆
リゾーツに加盟する 6番目の施設であり、アメリカ合衆国外では初の加盟です。 
#ThePreferredLife ススタタイイルル   :  アンダーウォーターの探検を求めるゲストにとって、
波も穏やかなサンタマリア湾は、遊泳、ダイビング、シュノーケリングのいずれにも最

適の場所です。  
 
エエレレガガンンススああふふれれるるヨヨーーロロッッパパ地地域域   

• フフィィルルズズププレレイイスス・・ウウイイーーンン（（PhilsPlace Vienna））オオーースストトリリアア・・ウウイイーーンン	 	 
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 （（22001188 年年 44 月月開開業業予予定定））	 	 

ウイーン中心部に位置する、元フィリップス本社のフィルズプレイスは、135 室のフル
サービス・アパートメントで、ビジネスにもレジャートラベラーにも最適の滞在先です。

戦後の建築家、カール・シュワンザーがデザインした建物の外観はそのままに、明るく

風通しもよい内装に改修され、ウイーン中心部から遠くはシュネーベルクまで望むこと

ができます。各階には 15 室のミニロフトがあり、1 階にはレストラン、フィットネスセ
ンター、ショップやエンターテインメントの店舗が並びます。 
#ThePreferredLife ススタタイイルル  : ヴィーナーベルクでマウンテンバイクやハイキングを
楽しみ、オープンエアのテラスで数々の賞に輝くワインを嗜むなど、ホテルのみならず

ウイーン全体で、第二の我が家のような居心地の滞在を満喫していただけるでしょう。 
 

• ペペススタタナナ・・アアムムスステテルルダダムム・・リリババーーササイイドド（（Pestana Amsterdam Riverside））  
             オオラランンダダ・・アアムムスステテルルダダムム（（2018年年 2月月開開業業予予定定））  

デ・パイプ地区の中心部にある歴史的な旧市庁舎に開業するペスタナ・アムステルダ

ム・リバーサイドは、アルバートカイプマーケットにほど近い川沿いに位置し、市内の

主要観光地も徒歩圏内です。ホテルには 154 室の客室、スイート、アパートメントを備
え、スタジオ・リンゼが手がけたインテリアは、ネオ・ダッチ・ルネッサンスの建築様

式を引き立てます。アムステルダム随一のルーフトップ施設に加え、室内プール、2 種
のサウナ付きのスパ、充実した設備を有するジムを完備しています。 
#ThePreferredLife ススタタイイルル  : グルメファンは、オランダの人気シェフ、ピーター・
ルートが監修するペスタナ・アムステルダム・リバーサイドのレストラン、「ARC」に
てクリエイティブ、且つコンテンポラリーな料理をご堪能いただけます。 

     
そそのの他他、、2018年年にに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加加盟盟すするる新新規規開開業業ホホテテルル：：   

• ザ・プリムス・ホテル・上海虹橋（The Primus Hotel Shanghai Hongqiao）中国・上海 
	 	 	 （2018年 1月開業予定 ） 

• ラス・オラス・オーシャン・リゾート（Las Olas Ocean Resort）米国・・フロリダ州・フォート
ローダーデール （2018年 5月開業予定 ） 

• ホテル・ベネット（Hotel Bennett）米国・サウスカロライナ州・チャールストン（2018 年夏開業予定） 
• ホテル・モンビル（Hotel Monville）カナダ・モントリオール（2018年 7月開業予定 ） 
• ホテル・ソフィー（Hotel Sophy）米国・イリノイ州・シカゴ（2018年 7月開業予定 ） 
• ガルツァ・ブランカ・ロス・カボス（Garza Blanca Los Cabos）メキシコ・カボサンルーカス

（2018年 7月開業予定 ） 
 
まもなく開業するこれら新規加盟ホテルでのご予約は、プリファード ホテルズ ＆ リゾーツの
iPrefer（アイ・プリファー）ホテルリワードプログラムをご利用いただくことで、メンバー特別価
格の利用やポイントを獲得いただけます。登録無料の 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ー、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。）また「インサイダー」と「エリート」の 2つの
ステータスに応じ、様々な特典をご利用いただけます。 



ご予約はオンライン（PreferredHotels.com）、またはアンドロイド、iOS でもご利用いただける
iPreferモバイルアプリをご利用ください。 
 
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か国におい
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	 &	 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 
 


