プリファード ホテルズ & リゾーツ
22 軒の新規加盟ホテルをご紹介
2018 年 8 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、世界 700 を超える個性
的なコレクションポートフォリオに、このたび 22 の新規加盟ホテル、リゾート、レジデンスを迎えま
した。モルディブの 35 エーカーの高級プライベート・アイランド・リゾートからパリの新規開業ホテ
ル、そしてブランドとして初めての進出となるカナダのケベックシティのホテル、イタリアのアプリ
ア、そしてスペインのマラガのホテルなど、2018 年第 2 四半期に加盟したこれらの新規加盟施設は、
卓越したサービスと特別なラグジュアリー・トラベル体験を期待する旅慣れたトラベラーにもご満足
いただけることでしょう。
新規加盟ホテルのハイライトをご紹介します：
•

ホテル 71（Hotel 71） ― カナダ・ケベックシティ
ケベックの歴史的なオールド・ポート地区の中心部にある 19 世紀の石造の建物を利用したホテ
ル 71 は、近代的な設備とヨーロッパスタイルが見事に融合したブティックホテルです。かつて
カナダの国立銀行の本店だったネオクラシックなこのホテルは、60 室のラグジュアリーなゲス
トルームやスイートルームを有し、セントローレンス川、ディアマン岬、そして歴史あるプ
チ・シャンプラン地区の素晴らしい眺めが自慢です。さらに最高のラグジュアリーを求めるゲ
ストには、屋上のプライベート・テラス、リビングルーム、暖炉、キチネット、そしてプライ
ベート・ホーム・シアターを完備した 7 階のペントハウス・スイートをお勧めします。階下の
ロビーには、午前 3 時まで営業しているセルフサービスのグラン・クリュ・ワインバーがあり、
お酒を心ゆくまで楽しむこともできます。さらに当ホテルにはフィットネス・センター、カナ
ダの製品を扱うショップ、スタイリッシュなイタリアンレストラン『イル・マット』を完備し
ます。
#ThePreferredLife スタイル： ヴィンセント・エ・モワのプログラムと連携して創設され
たホテル常設のアートギャラリーは、アート愛好家の方々にお楽しみいただいております。
（ヴィセント・エ・モワ・プログラムはメンタルヘルスの問題を抱えるアーティストを支援す
るチャリティー組織です。）

•

マリゴベイ・リゾート&マリーナ（Marigot Bay Resort & Marina） ― セントルシア・マ
リゴベイ
セントルシアで最も美しく人気の高いマリゴベイに位置する、マリゴベイ・リゾート&マリー
ナは、57 のラグジュアリーなスイートルームを含む、計 124 室のゲストルームのリゾートで、
広いバルコニーと贅沢な眺めを提供します。富裕層と著名人の遊び場とも呼ばれる当リゾート
で、2 つのインフィニティプールで寛ぎながら、マリーナに並ぶ数億円相当の美しいメガヨッ
トを眺めて過ごせば、著名人など見慣れた面々と偶然出会うことも多いでしょう。また受賞歴
のあるオーリガ・スパではさらに贅沢な時間を過ごせます。地元在来の原料を使用し、月の満
ち欠けに合わせたシグネチャー・トリートメントをお楽しみいただけます。さらに、ココア・

ティーを作るクラスや、フェイシャルスクラブを作るクラス、マリゴベイ・リッジのクライミ
ング、特別なココナッツ体験、ガーデン・ウォーク等の無料アクティビティが毎日開催され、
セントルシアの文化や暮らしを体験することができます。
#ThePreferredLife スタイル：カリビアン・スピリットを体験したいゲストは、館内のラ
ム・ケーブ（セラー）に並ぶ地元のラムのテイスティングを、本格的な蒸留所を彷彿とさせる
雰囲気の中でお楽しみください。
•

JA マナファル（JA Manafaru） ― モルディブ・マナファル
モルディブ、ハーアリフ環礁の北部に位置する 35 エーカーのプライベートアイランドの高級リ
ゾートはまるで「人生で体験したい旅」の縮図のような場所であり、ビーチフロントのバンガ
ローからインフィニティプール付きの水上ヴィラまで、他に類を見ない宿泊設備を提供します。
美しい透明な海と完璧な白砂のビーチに囲まれたこのリゾートは、モルディブ式フィッシング
のエクスカーションやガイド付きのシュノーケリング・サファリ、ダイビング探検ツアー、ロ
ーカル料理のクラス、サンライズ・ビーチヨガ、そしてダイビング・レッスン等のアウトド
ア・アクティビティにふさわしい環境が整っています。選りすぐりのヴィンテージワインが保
管されている石造りの地下貯蔵庫がある『ザ・セラー』をはじめとする 7 つのレストランでは、
様々なローカル料理や世界中のメニューが豊富に並びます。
#ThePreferredLife スタイル： 他の人々と離れ完全な静寂を求めるゲストは、近くのキャ
スタウェイ・アイランドへどうぞ。ここはリゾートが所有する無人島で、プライベート・ピク
ニックはもちろん、質朴な小屋に宿泊することも可能です。

•

ザ・ワン・バルセロナ（The One Barcelona） ― スペイン・バルセロナ
バルセロナで最も高級なエリアにありパセオ・デ・グラシアからも至近距離に位置する、開業
したばかりのザ・ワン・バルセロナは、その全てから快適さ、洗練されたサービス、そして個
性を感じることができ、活気あるホスピタリティを体験できるホテルです。数々の賞を受賞し
ているジェイミー・ベリースタインがコンセプトを考案したホテルのインテリアは、ゴールド、
大理石、銅、ストーンとガラスのスタイリッシュなカラーパレットを用いています。季節限定
でオープンしているトップフロア・テラスの『ムード・ルーフトップ・バー』は街の新たな名
所であり、新鮮かつダイナミックな料理を DJ の演奏（木曜夜と日曜午後）を聞きながら楽し
めます。またすぐ隣には宿泊ゲストのためのルーフトップ・プランジプールとソラリウムがあ
ります。
#ThePreferredLife スタイル：バルセロナで屈指のスカイラインを望める当ホテルのサグラ
ダファミリア・スイートは、ジャグジー、サンベッド、屋外シャワーが備わる贅沢なプライベ
ートテラスがあり、バルセロナで最も有名なサグラダファミリア・カトリック教会を何にも遮
られることなく眺めることができます。

•

9 ホテル・コンフィダンシエル（9Hotel Confidentiel） ― フランス・パリ
トレンドを牽引するマレ地区にあり、想像力あふれる建築家フィリップ・スターックがデザイ
ンしたウルトラモダンな 9 ホテル・コンフィダンシエルは 2018 年 10 月に開業が予定されてい
ます。9 ホテル・コレクショングループのひとつである当ブティックホテルは、パリのパノラ
マビューが望める 3 室のスイートルームを含む 29 室のゲストルームから成り、パリ、ロンドン、
ニューヨークのエクスペリメンタル・カクテル・クラブの成功で有名なミクソロジスト、ニ
コ・デ・ソトが経営するシックなラウンジとおしゃれなカクテルバーがあります。また、パリ
で最も有名な観光名所の一つであるノートルダム聖堂まで１マイル未満の徒歩圏内という素晴
らしいロケーションです。
#ThePreferredLife スタイル：パリ生まれのスキンケアブランド、コダージュとタッグを組
み、ゲストルームでマニキュアやペディキュア、スペシャル・フェイシャルやボディー・セラ
ピーを含むアラカルト・ビューティーとウェルビーイング・トリートメントをお楽しみいただ
けます。

•

グランド・ホテル・サン・ピエトロ（Grand Hotel San Pietro） ― イタリア・タオルミー
ナ
イオニア海を望む崖に立つシチリアの山間都市タオルミーナは、その美しい紺碧の海や数々の
ビーチ、魅力あふれるレストラン、お洒落なブティックホテルで有名な場所です。おそらくこ
の地域で最も人気の高いホテルであるグランド・ホテル・サン・ピエトロは、63 室の古代シチ
リア様式の美しい客室にプライベートバルコニーがあり、地中海スタイルの庭園と海を望みま
す。ホテルは街の中心部に位置し、大変便利です。徒歩でわずか 10 分の距離に街のメインスト
リート、ウンベルト通りがあり、歴史ある邸宅や店舗、バーが軒を連ねます。
#ThePreferredLife スタイル：世界有数の美食である最高のイタリア料理をベッラ島とナク
ソス湾を望むジャルディーノ・デッリ・ウリヴィにて満喫してください。インターナショナル
なタッチが加わる伝統的なシチリア料理をお楽しみいただけます。

プリファード ホテルズ ＆ リゾーツに新規加盟の上記以外のホテル：
アメリカ地域:
• バルボア・ベイ・リゾート（Balboa Bay Resort）
アメリカ合衆国・カリフォルニア州ニューポートビーチ
• ビーチウッド・ホテル（Beechwood Hotel）
アメリカ合衆国・マサチューセッツ州ウースター
• リアル・イン・モンテレイ（Real Inn Monterrey）メキシコ・モンテレイ
• スミス・ホテル（Smyth Hotel） アメリカ合衆国・ニューヨーク州ニューヨーク
ヨーロッパ・中東地域:
• エッジバストン・ホテル＆カンファレンス・センター（Edgbaston Hotel & Conference Centre）
イギリス・バーミンガム
• ファリス・バッド（Farris Bad） ノルウェー・ラルヴィーク
• ホテル・インペリアル（Hotel Imperial） チェコ・カルロヴィ ヴァリ
• ホテル・ヴィンチ・エストレラ・デル・マール（Hotel Vincci Estrella Del Mar）
スペイン・マルベーリャ
• ホテル・ヴィンチ・セレクシオン・ポサダ・デル・パティオ（Hotel Vincci Seleccion Posada
del Patio）スペイン・マラガ
• カリドリア・ホテル＆タラッソ・スパ（Kalidria Hotel & Thalasso SPA） イタリア・アプリア
• スムム・プライム・ブティック・ホテル（Summum Prime Boutique Hotel）
スペイン・パルマ デ マヨルカ
• ヴィヴィエンダ・アル・ハダ・レジデンス（Vivienda Al Hada Residences）
サウジアラビア・リヤド
• ヤスラギ（Yasuragi）スウェーデン・ストックホルム
アジア・パシフィック地域：
• ボルネオ・イーグル・リゾート（Borneo Eagle Resort）マレーシア・コタキナバル
• ゴクラム・グランド・ホテル＆スパ（Gokulam Grand Hotel & Spa） インド・ベンガルール
• モザイク・ホテル（Mosaic Hotels） インド・ムスーリー
ビジネスやレジャーのホテル予約は、プリファード ホテルズ &リゾーツの I Prefer（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 I Prefer （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」という 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 I Prefer 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。
プリファード ホテルズ ＆ リゾーツについて
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 カ国において 700 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。I Prefer （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 PreferredHotels.com をご覧ください。
このプレスリリースに関するお問い合わせは下記までどうぞ:
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

