
 
 
 

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		

22001199 年年開開業業がが待待望望さされれるる独独立立系系ホホテテルルををごご紹紹介介  
 

2018年年 12 月月	
世界最大の独立系ホテルブランド、Preferred Hotels & Resortsは、2019年に世界各国にオープン予定の 23
軒のホテルをご紹介します。インドネシアに完成する最新のリゾート、コスタリカにオープンする宝石のよ

うなボヘミアンリゾート、さらにアメリカ南部の威厳あるラグジュアリーホテルからジョージアのサステナ

ブルなリトリートまで、これら新規の独立系ホテルはそれぞれの旅先のエッセンスを感じられるような唯一

無二の宿泊体験と比類ないサービスをトラベラーに提供します。 
 
最最高高ののオオフフロローードド・・アアドドベベンンチチャャーーをを	
レレレレワワトトゥゥ・・リリゾゾーートト・・ススンンババ（（Lelewatu Resort Sumba））		イインンドドネネシシアア、、ススンンババ島島		
2019年年 4月月開開業業予予定定		
 
インドネシアの群島の中のひとつであるスンバ島は、まだ広く

知られていない天国のようなトロピカル・アイランドで、人里

離れた手付かずのビーチ、世界最高クラスのサーフ、青々と茂

るジャングル、そして豊かな文化で人々を魅了します。2019年
この島に開業するのが、崖の上に立ち、プライベート・ラグー

ンとインド洋を見下ろすレレワトゥ・リゾートです。10エーカ
ーの土地に点在する 27 棟のラグジュアリーなヴィラには、ス
ンバ島の木材や手織りのイカット生地を使用したインテリア、

大理石でできた屋内のバスタブ、さらにプライベートプールが

完備されています。ゲストはリゾート内の 2 ヶ所の美食レストランにてローカルフードに舌鼓を打ち、マラ
ガ・スパにて贅沢な時間を過ごし、さらにヨガや乗馬、トレッキング、そして美しい海岸線や伝統を色濃く

残す村々、聖なる湖や滝を巡るツアーなど、数々のアクティビティを満喫することができます。	

ププリリフファァーードド		ホホテテルルズズ		＆＆		リリゾゾーーツツのの加加盟盟ホホテテルルででああるるレレレレワワトトゥゥ・・リリゾゾーートト・・ススンンババででのの滞滞在在はは、、

１１泊泊（（ヴヴィィララ））US$910よよりり。。詳詳細細ややごご予予約約はは		 www.preferredhotels.comををごご覧覧くくだだささいい。。	
 
ビビジジネネススににももブブレレジジャャーー（（ビビジジネネスス＋＋レレジジャャーー））のの休休日日ににもも		

ホホテテルル EQ（（Hotel EQ））ククアアララルルンンププーールル		
2019年年 3月月開開業業予予定定		
 
クアラルンプールの中心地、ゴールデントライアングルに位

置するホテルEQはビジネス地区、ショッピング地区、エンタ
ーテインメント地区、いずれのエリアにも便利な場所に位置

し、ビジネスにもブレジャーの休日にも最適な拠点となるで

しょう。52階建ての複合施設にあるホテルは、建物の 29階か
ら 52 階に渡り 440 室のコンテンポラリーな部屋を有し、スタ
イリッシュな宴会場や会議室が備わります。また多岐にわた

る複数のレストランやバーが各種アジア料理や国際的なメニ

ューを提供し、屋上の素晴らしい『スカイ・レストラン（Sky 
Restaurant）』と『ビスポーク・ラウンジ（Bespoke Lounge）』は見事な街の眺めを誇ります。その他 29
階の豪華なスパ、25メートルのスイミングプール、最新鋭のフィットネスセンターなどもあり、ゲストは会
議や観光の一日のあとにホテルに戻り、街の喧騒から逃れることができます。	

ププリリフファァーードド		ホホテテルルズズ		＆＆		リリゾゾーーツツのの加加盟盟ホホテテルルででああるるホホテテルル EQ ででのの滞滞在在はは１１泊泊 US$138 よよりり。。詳詳細細やや予予約約
方方法法ははままももななくく  www.preferredhotels.comににててごご覧覧いいたただだけけまますす。。		

    



ののどどかかななアアーーババンンオオアアシシススをを求求めめるるなならら				

キキャャンン・・ボボーードドイイ・・ググラランンドド・・ハハウウスス		＆＆		ガガーーデデンン（（Can Bordoy Grand House & Garden））  
ススペペイインン、、パパルルママ・・デデ・・ママヨヨルルカカ		

2018年年 12月月 31日日開開業業予予定定		
	

マヨルカに開業が待望されているリトリート、キャン・ボー

ドイ・グランド・ハウス	＆	ガーデンは、パルマの牧歌的な

旧市街に位置し、港からも至近距離です。密やかな石畳の道

沿いに隠れ家のように佇むホテルは中世の屋敷を改修したも

ので、修復された昔のフレスコ画、木製の梁、ゴシック調の

遺物等が、コンテンポラリーなデザインや収集されたモダン

アート作品と共に、朽ちていく建物の貴族的な美しさを演出

します。各部屋の内装が異なる 24 室のスイートルームには、

ベルベットのカーテンや特大のキングサイズベッド、そして

豪華な独立型バスタブなどが華麗に装飾されています。またキャン・ボードイの隠された自然庭園には温水

プールやジャグジー、さらにマヨルカ原産の大木や緑の中にスパ・トリートメントルームがひっそりと設置

されています。モダンなテイストを地元の料理に加えたビストロスタイルの『ボタニック（Botanic）』では、
親密な雰囲気の食事を屋外で楽しめます。	

ププリリフファァーードド		ホホテテルルズズ		＆＆		リリゾゾーーツツのの加加盟盟ホホテテルルででああるるキキャャンン・・ボボーードドイイ・・ググラランンドド・・ハハウウスス＆＆ガガーーデデンンででのの滞滞在在

はは１１泊泊 US$342よよりり。。詳詳細細やや予予約約方方法法ははままももななくく www.preferredhotels.comににててごご覧覧いいたただだけけまますす。。		
 
伝伝統統的的なな最最高高級級ののララググジジュュアアリリーー体体験験をを求求めめるるなならら		

ホホテテルル・・ベベネネッットト（（Hotel Bennett））		アアメメリリカカ、、ササウウススカカロロラライイナナ州州、、チチャャーールルスストトンン		
2019年年 1月月開開業業予予定定		
		

アメリカ南部に新しく誕生し、偉大なホテルとしてその名を高めるで

あろうホテル・ベネットは豪華でラグジュアリーな休日を求めるトラ

ベラーに最適のホテルです。チャールストンを代表するスポット、マ

リオン・スクエアを見下ろす当ホテルには 179 室のラグジュアリーな
ゲストルームやスイートルーム、チャールストンが誇る公園を一望で

きるシグネチャー・レストラン、ピンクの大理石を再利用したスタイ

リッシュなバー＆ラウンジ、その場で焼き上げた高級パティセリーを

販売するフレンチ・ベーカリーが備わります。このホテルはヨーロッ

パ調、および伝統的なサウスカロライナ調のデザインで設計され、英

国紳士のラウンジと地元で産出される石灰岩にインスパイアされたバ

ーを備え、さらにインテリアの装飾には全体的に大理石とコッパー（銅）

が使用されています。加えて、ホテルの魅力あふれる屋上プールには

カバナやバーが完備され、またホテルのデスティネーション・スパは市内でも最高クラスのスパとして、ゲ

ストにチャールストンならではの海にちなんだメニューを多数ご用意しています。	

ププリリフファァーードド		ホホテテルルズズ		＆＆		リリゾゾーーツツのの加加盟盟ホホテテルルででああるるホホテテルル・・ベベネネッットトででのの滞滞在在はは１１泊泊 US$297 よよりり。。詳詳細細
ややごご予予約約はは		www.preferredhotels.comををごご覧覧くくだだささいい。。		
  
BOHO（（ボボヘヘミミアアンン＋＋SOHO地地区区））ななウウェェルルネネススブブレレイイククにに最最適適				
ササンンタタレレナナ・・ホホテテルル（（Santarena Hotel））		ココススタタリリカカ、、ララスス・・カカタタリリナナスス		
2019年年 2月月開開業業予予定定		
		

一年中素晴らしい気候で、豊かな景色、人けのないビーチ、

そしてリラックスした Pura Vida（プラ・ヴィダ〜素晴らしい
人生）なライフスタイルで人気のコスタリカは、中米を知る入

り口としても最適な場所であり、また冒険やエコトラベルの

天国のようなデスティネーションです。コスタリカに誕生す

る最新のサンタレナ・ホテルは、ラス・カタリナスの町に位

置するボヘミアンを象徴する宝石のようなホテルです。車が

ないことで知られるラス・カタリナスは多様な自然界とウェ

ルネスが相互に関連する中心地で、片側には岩だらけの荒々



しい海岸線が迫り、反対側には乾燥熱帯林が広がります。サンタレナ・ホテルには 3 室のスイートルームを

含む 45 室のゲストルーム、屋上にはラウンジとスイミングプールが備わり、またローカルフードのレスト

ランではサステナビリティとファーム・トゥ・フォーク（農場から食卓へ、安心安全の取り組み）を実現す

る料理を提供しています。また、ハイキング、マウンテンバイク、カヤック、スキューバダイビング等、ウ

ェルネスとアドベンチャーに関するアクティビティが豊富に用意されています。	

ププリリフファァーードド		ホホテテルルズズ		＆＆		リリゾゾーーツツのの加加盟盟ホホテテルルででああるるササンンタタレレナナ・・ホホテテルルででのの滞滞在在はは１１泊泊 US$221よよりり。。詳詳細細やや
ごご予予約約はは		www.preferredhotels.comををごご覧覧くくだだささいい。。		
  
シシテティィででののシシッッククなな休休日日をを過過ごごすすににはは		

ザザ・・フファァーースストト・・ロローーママ・・ドドルルチチェェ（The First Roma Dolce））		イイタタリリアア、、ロローーママ		
2019年年 2月月開開業業予予定定				
		

ザ・ファースト・ローマ・ドルチェは、数々の賞に輝いたザ・

ファースト・ローマ・アルテの姉妹ホテルで、ローマ有数のス

トリート、コルソ通り（ヴィア・デル・コルソ）に立つ美しい

19 世紀の建物です。人気の観光スポットであるポポロ広場や
スペイン階段（スペイン広場）、トレビの泉、バチカンからも

近距離です。このブティックホテルをデザインしたのは先見性

のある建築家として知られるジュゼッペ・ヴァラディエで、23
室のラグジュアリーなスイートルームやゲストルームは、スタ

イリッシュなヘッドボードのコレクションとサンローランの大

理石のバスルームが備わります。スイートルームの多くにはバルコニーがあり、特別なワークアウト器具や

個人に合わせたパーソナル・トレーニング完備のユニークなプレステージ・フィットネス・ルーム＆スイー

トも備えています。さらに美味なスイーツやペーストリーを贅沢に取り揃えたイタリアン・パティセリーも

自慢です。	

ププリリフファァーードド		ホホテテルルズズ		＆＆		リリゾゾーーツツのの加加盟盟ホホテテルルででああるるザザ・・フファァーースストト・・ロローーママ・・ドドルルチチェェででのの滞滞在在はは１１泊泊

US$350よよりり。。詳詳細細ややごご予予約約はは		www.preferredhotels.comををごご覧覧くくだだささいい。。		
 
ササスステテナナブブルルななリリトトリリーートト		

ホホテテルル・・ササムムゼゼオオ（（Hotel Samzeo））ジジョョーージジアア州州、、オオママロロ		
2019年年 5月月開開業業予予定定		
		
ジョージアの歴史あるトゥシェティ地域に位置し、2 つの山
脈に挟まれたオマロはハイカーや勇敢なトラベラーにとって

天国のような場所です。ホテル・サムゼオは素晴らしいロケ

ーションの中で地域初のホテルとして、ゲストに真のジョー

ジアらしいおもてなしを提供します。わずか 43 室のこのブ
ティックホテルには 10 室のラグジュアリーなスイートルー
ムと 2 室つのアパートメント、伝統的なジョージア料理とジ

ョージア原産のワインを提供するレストラン、薪の暖炉を備

えるラウンジエリア、スパで構成されます。ホテル全体は太

陽光発電、および効率の良いエネルギーシステムで運営されており、ヨーロッパで人気上昇中でありながら

まだあまり人が訪れない場所を求めるサステナビリティ意識の高いトラベラーにもふさわしいデスティネー

ションといえるでしょう。	

ププリリフファァーードド		ホホテテルルズズ		＆＆		リリゾゾーーツツのの加加盟盟ホホテテルルででああるるホホテテルル・・ササムムゼゼオオででのの滞滞在在はは１１泊泊 US$120 よよりり。。詳詳細細
やや予予約約方方法法ににつつききままししててははままももななくく		www.preferredhotels.comををごご覧覧いいたただだけけまますす。。		

	

	

そそのの他他、、2019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：：		
 
・	アトリエ・プラヤ・ムヘレス（Atelier Playa Mujeres）−	メキシコ、プラヤ・ムヘレス	 
2019 年 1 月開業予定 

・	エストゥディオ・プラヤ・ムヘレス（Estudio Playa Mujeres）−	メキシコ、ムヘレス島	
2019 年１月開業予定		



・	ガルサ・ブランカ・ロス・カボス（Garza Blanca Los Cabos）−	メキシコ、ロスカボス	
2019 年１月開業予定	 

・	ミステリー・ホテル・ブダペスト（Mystery Hotel Budapest）−	ハンガリー、ブダペスト	
2019 年 1 月開業予定  

・	ザ・ワン・パラシオ・デ・アヌンシアーダ（The One Palacio de Anunciada）−	ポルトガル、リスボン	
2019 年 3 月開業予定 

・	ホテル・ヘンドリックス（Hotel Hendricks）−	アメリカ合衆国、ニューヨーク市	
2019年 3月開業予定 

・	アメリカリンエン（Amerikalinjen）-	ノルウェー、オスロ	
2019 年 3 月開業予定 

・	ザ・キタノホテル東京（The Kitano Hotel Tokyo）−	日本、東京	
2019年 4月開業予定 

・	ザ・グレイストーン（The Greystone）−	アメリカ合衆国、フロリダ州、マイアミビーチ	
2019年 4月開業予定		

・	アンコール・ボストン・ハーバー（Encore Boston Harbor）−	アメリカ合衆国、マサチューセッツ州、エべレット	
2019年 6月		

・	ザ・チェディ・ムンバイ（The Chedi, Mumbai）−	インド	
2019 年 6 月開業予定 	

・	ザ・ラスロ（The Laszlo）−	アメリカ合衆国、コロラド州、パーカー	
2019年 8月開業予定		

・	ディアオユタイ（釣魚台）・マンション（The Diaoyutai Mansion）−	ドイツ、フランクフルト		
2019年 8月開業予定	

・	パラマウント・ドバイ（Paramount Dubai）-	 UAE、ドバイ	
2019年 9月開業予定 	

・	ザ・デイトナ・ビーチ・コンベンション・ホテル（The Daytona Beach Convention Hotel）		
-	アメリカ合衆国、フロリダ州、デイトナ・ビーチ	–	2019年 10月開業予定 	

・	アムリット・リゾート（Amrit Resort）	
-	アメリカ合衆国、フロリダ州、パーム・ビーチ、シンガー・アイランド	–	2019年 11月開業予定	 

 
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、650 軒以上のホテルで、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  


