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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、2019年第 1四半期、

世界 85 カ国に 750 以上の個性的なホテル、リゾート、レジデンスを展開するポートフォリオコ

レクションに 25 の新規加盟ホテルを迎えました。シドニーやロンドンのような大都会で、街の

象徴として歴史を刻んできたホテルから、ニュージャージー州のビーチフロントに完成したコ

ンテンポラリーなラグジュアリーリゾートまで、これらの新規加盟ホテルは＃ThePreferredLife

（インスタグラム、＃ザ・プリファードライフ）のエッセンスと個人旅行のスピリットが感じ

られる、個性的で思い出に残る唯一無二の宿泊体験を提供いたします。 
 

新規加盟ホテルのハイライトをご紹介します： 
 

ザ・フラトン・ホテル・シドニー（The Fullerton Hotel Sydney） − オーストラリア・シド

ニー 

シドニー中心業務地区（CBD）の核心部、マーティン・プレイスに立つザ・フラトン・ホテ

ル・シドニーは、市のランドマークでもあるビクトリア様式の中央郵便局の中にあります。10

月オープン予定のこのラグジュアリーホテルには、選りすぐりのアート作品が飾られた 416 室の

優雅なゲストルームやスイートルームが備わります。建物の歴史、さらにはこの地域の文化や

歴史を知ることができるウォーキングツアーも是非お楽しみください。また 360 度のパノラマを

刺激的に楽しむことができるハーバーブリッジ・クライムや、シドニー・オペラハウスの公演、

さらに市内をサイドカーに乗って巡るツアー等、一生の思い出になるアクティビティーを楽し

むのにも非常に便利で最適な場所でもあります。 

 
ザ・キタノホテル 東京（The Kitano Hotel Tokyo） − 日本・東京  

日本には数少ないラグジュアリーブティックホテルであるザ・キタノホテル 東京は、72 の魅力

的な素晴らしいゲストルームと洗練されたサービス・スタイルの中に日本の「和」の精神を大

切にする落ち着きある家族経営のホテルです。大規模な改修を経て、ホテルにはミシュラン 2 つ

星の『レストラン・サン・パウ(Sant Pau)』を含む 2 つのレストラン、スカイラインのパノラマ

ビューが楽しめるルーフトップ・バー、そして抹茶もいただけるティー・ラウンジが完成いた

しました。東京の中心部にあるこのホテルは皇居や日本の伝統芸能の中枢である国立劇場から

も近く、もちろんショッピング、ダイニング、エンターテインメントも際限なくお楽しみいた

だけます。 

 
フォーチュン・パーク・JPセレスティアル（Fortune Park JP Celestial）− インド・バンガ

ロール 

インドのシリコン・バレーの中心部、レースコース・ロードのそばに位置するフォーチュン・

パーク・JP セレスティアルはバンガロールの涼しい気候の中、街の広々とした並木道をトゥク

https://preferredhotels.com/property/fullerton-hotel-sydney-38276
https://preferredhotels.com/property/kitano-hotel-tokyo-54476?arriving=&departing=&adults=1&children=0
https://preferredhotels.com/property/fortune-park-jp-celestial-79711?arriving=&departing=&adults=1&children=0


トゥクや徒歩で探検するにはふさわしい場所にあります。磨かれたフローリングや最新のアメ

ニティーが揃うエレガントな客室を 129 室有し、ゆったりとしたスイートルームにはジャクジー

タイプのバスタブも備わります。ホテル内には、タンドーリ料理を自慢とするルーフトップ・

バーを含む 2 つのレストランがあり、さらにスパも完備されています。ムガール帝国のティプ

ー・スルタンの夏の離宮やウインザー城をモデルにして建てられたバンガロール宮殿などの歴

史的観光地からもほど近く、また周りには雰囲気のあるカフェや賑やかなナイトライフ、ショ

ッピングモールもあり、飽きることはないでしょう。 
 
シー・コンテナーズ・ロンドン（Sea Containers London） − イギリス・ロンドン  

テムズ川の南岸、有名なテートモダンやロイヤル・フェスティバル・ホール、ロンドン・アイ

等の人気スポットからすぐの場所にある 359室のホテル。1920年台のクルーズ船を彷彿とさせる

銅張りの外壁がユニークなマリン風の外観はイマジネーションを掻き立てます。客室は、受賞

歴もあるイギリス人デザイナーのトム・ディクソンが手がけたレトロなようで未来的な家具と

オリジナルのアメニティーで設えられています。シー・コンテナーズ・ロンドンは、世界的に

有名なバーテンダーのライアン・チェティヤワルダナが手がける新しいバー・コンセプト『リ

アネス（Lyaness）』をはじめとした 3 つの「ドリンク・ダイニング・ダンス」のオプションを

用意しており、また豪華なスパ施設、さらに 56席の小型映画館も完備しています。 
 
ナルキッソス・ホテル & レジデンス（Narcissus Hotel & Residences） - サウジアラビア・

リヤド   

受賞歴もあるこのラグジュアリーホテルには、伝統的で豪華、そして優雅でありながらコンテ

ンポラリーな居心地の良さが自慢の 280 室のプライベートアパートメント・スタイルのゲストル

ームやスイートルーム、アルゼンチン・スタイルのグリル肉料理を提供するルーフトップ・レ

ストラン等 3 軒の高級レストラン、そしてデスティネーション・スパが完備されています。リヤ

ドのダウンタウンにあるナルキッソス・ホテル & レジデンスは、アル・ブジャイリ・ヘリテー

ジ公園、国立博物館、キング・センター・タワーにも近く、サウジアラビア首都の美しい建築

物や豊かな文化、魅惑的な伝統を知るには最適の場所にあります。車で数分の場所に 5 つの大型

ショッピングモールがあり、ショッピングに癒しを求めるゲストにもお楽しみいただけること

でしょう。 

 
ホテル・アンリ（Hotel Henri） − アメリカ合衆国・ニューヨーク  

マディソン・スクエア公園やエンパイア・ステート・ビルにフラットアイアンビル、そしてニ

ューヨークのトップランクのレストランやバーからすぐの場所にあるホテル・アンリはビッグ

アップルで演劇を楽しみたいゲストにふさわしい宿泊先です。新たに独立系となったこのホテ

ルの 118 の客室は、ブロードウェイのバックステージを彷彿とさせるデザインに施され、スタイ

リッシュな照明やグラフィティのようなアートワークが印象的です。館内ではコンテンポラリ

ーな高級地中海風ダイニングの『ロドス（Rodos）』や、禁酒法時代を模したルーフトップ・バ

ーの『サー・アンリ（Sir Henri）』で素晴らしい眺めとともに職人技のカクテルをお楽しみく

ださい。 
 
2019年第１四半期にプリファード ホテルズ & リゾーツに新規加盟の上記以外のホテル：   
  

• Yoo2 リオ デジャネイロ・バイ・インターシティ（Yoo2 Rio De Janeiro by Intercity）  

ブラジル・リオデジャネイロ  

• ザ・ディアオユタイ・マンション・フランクフルト（The Diaoyutai Mansion 

Frankfurt）ドイツ・フランクフルト 

• リバー・ホテル  &  スパ（River Hotel & Spa）  イタリア・フィレンツェ   

• ヴィラ・マリーナ・カプリ・ホテル &  スパ（Villa Marina Capri Hotel & Spa） イタリ

ア・カプリ 

• パラッツォ・ダーマ（Palazzo Dama） − イタリア・ローマ  

https://preferredhotels.com/property/sea-containers-london-46941
https://preferredhotels.com/property/narcissus-hotel-residence-64921?arriving=&departing=&adults=1&children=0
https://preferredhotels.com/property/hotel-henri-61371?arriving=&departing=&adults=1&children=0


• D-O-M ホテル（D-O-M Hotel）イタリア・ローマ  

• ホテル・チロル（Hotel Tyrol）  イタリア・セルヴァ・ヴァル・ガルデ−ナ 

• ホテル・モンテカティーニ・パレス &  スパ（Hotel Montecatini Palace & Spa） 

 イタリア・トスカーナ 

• ザ・センス・エクスペリエンス・リゾート（The Sense Experience Resort）  

 イタリア・トスカーナ   

• アトリエ・プラヤ・ムヘレス（Atelier Playa Mujeres）  メキシコ・カンクーン 

• リビング・セフィーロ・バイ・スタラ（Living Cefiro by Stara）   

メキシコ・メキシコシティ 

• 26サンセット・ヴィラ（26 SUNSET VILLA）  南アフリカ・ケープタウン 

• リゾート・ホテル・アレックス（Resort Hotel Alex）  スイス・ツェルマット  

• オートランズ・パーク・ホテル（Oatlands Park Hotel ） イギリス・ウェイブリッジ 

• ホテル・カーサ・デル・マール（Hotel Casa del Mar）   

アメリカ合衆国・カリフォルニア州 

• シャッターズ・オン・ザ・ビーチ（Shutters on the Beach）   

アメリカ合衆国・カリフォルニア州 

• ウェイブ・リゾート（Wave Resort） アメリカ合衆国・ニュージャージー州 Meg 

• イン・アット・ペリー・キャビン（Inn at Perry Cabin） 

アメリカ合衆国・メリーランド州 

• ホテル・ロック・リティッツ（Hotel Rock Lititz）アメリカ合衆国・ペンシルバニア州  

 
I Prefer（アイ・プリファー）ホテルリワードプログラムより 25,000 ボーナスポイント・プレ
ゼントのお知らせ ： 

I Prefer（アイ・プリファー）ホテルリワードプログラムに登録されている、もしくは新規登録

のゲストが、PreferredHotels.com のサイトからホテルの予約をされた場合、25,000 ポイント

（US$50 に相当）をプレゼントいたします。対象となる滞在は、本日から 2019 年 5 月 14 日まで

の予約で、2020 年 3 月 21 日までに実際に宿泊されたものとします。（ただしその他適用条件が

ある場合もあります。） 
 
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 750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

http://www.preferredhotels.com/


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 
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