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平成 26 年度を迎えるにあたって
副会長 山 方 茂 利
1 月下旬の週末伊勢神宮を参拝した。
昨年の「神宮式年遷宮」の後でもあり、伊勢市駅前
から外宮までの参道には参拝者が多く、特に内宮は
空前の混雑でした。親、子、孫との急な伊勢詣計画
であったので周辺のホテル、旅館は満室状態、松阪
市郊外の山間の泊、食分離のホテルとなった。市内
の「古えの旅籠」で地元名産料理をいただきタクシ
ーで町中を過ぎたら街灯も無くなり不安の中 20 分程
で到着―フロントで鍵を戴き、飲み物などは自販機
をどうぞ、の声に送られ部屋に。食事も何のおもて
なしも無いホテルでしたが、バリアフリーの大きな
部屋、綺麗な大きな風呂、孫は大喜び。朝起きて窓
を開け、昨夜見えなかった視界、冬の山里、自然の
景色、冷たく美味しい空気、
「非日常」の旅でなく自
然がもてなす｢日常｣の旅の良さを老いた今知りまし
た。
当協会は 2010 年より国際ホテル･レストラン･ショ
ーで｢エコ達人村の相談デスク｣を継続開催し「エコ･
小」を観光地などの施設や地域に普及する事業を行
ってまいりました。昨年 11 月関係各位の努力で環境
省の温暖化防止の「対策活動実践、普及部門」で協
会の温泉旅館に対する｢エコ･小｣の活動実績が認め

られ「環境大臣賞」を受けました。今年も国際ホテ
ル･レストラン･ショー「2 月 18−21 日」において当
協会 60 周年記念事業のメインテーマ「美しい日本文
化とエコ技術」と合わせて「エコ達人村の相談デス
ク」も開催致しました。協会、会員企業、関係企業
等の素晴らしいハード、ソフト両面のコラボレーシ
ョンによって大きな成果と社会啓蒙活動が少しずつ
認知されてきた様に感じた 4 日間でした。60 周年記
念事業に携われた方に心より感謝申し上げます。
4 月より公益社団法人としての 3 年目がスタート
致します。昨年の 12 月には訪日外国人が 1,036 万人
に達しました。次は 2020 年までに 2,000 万人達成に
向けて観光立国推進閣僚会議で 4 つの必要な施策が
打ち出されスタートしています。この様な活発な動
きに当協会も歩調を併せ果たすべき役割の「持続可
能なシステム、
｛エコ･小｝の普及、」「地域の自然、
歴史を生かした街づくり」
「見学会やセミナー、情報
誌を通じて最新の情報を提供」「国際ホテル･レスト
ラン･ショー、国際食品、飲料展の共同開催団体」等
の事業をより活性化させ、広くこの活動が認知され
社会貢献する 26 年度でありたいと思います。26 年度
も宜しくお願い申し上げます。

第４２回２０１４国際ホテル・レストラン・ショーの報告
ホテレス実行委員会 委員長 浅野一行
２０１４年 第４２回 国際ホテル・レストラン・ショーが２月１８日(火)〜２１日(金)に開催され、昨年
より微減したものの（大雪による影響と思われる）、約 51,500 名の入場者を得て、盛況裡に終えることがで
きました。今回は、協会創立６０周年の事業として、例年の３倍の出展面積で、全員参加の掛け声のもとオ
ール国際観光施設協会による展示・セミナーを開催し、当協会の活動を広く社会にアピールしました。
４つのテーマ「自然と共生する建築・まち」
「エコの現代技術」
「木の力」
「美しいしつらえの文化」にチー
ムで取り組んだテーマ展示は、一企業の製品ＰＲを超えた充実した内容に、多くの来場者が足を止めて興味
深そうに見入っていました。普段は競争相手の同業他社と協力し合える気風は、当協会の素晴らしいところ
です。森に見立てたセンタープラザでは、開催初日の協会創立６０周年事業オープニングイベント（記者発
表）を皮切りに、連日様々なレクチャーやセミナーが開催され、まさに森のプラザとして活況を呈しました。
コーヒーのサービスは、和装の女性から、立礼の作法にのっとり振る舞われ、美しい日本文化を体験して頂
きました。５回目を迎えた「エコ達人村の相談デスク」は、昨年環境大臣賞を頂きますます盛り上がる「エ
コ・小」活動の一環として、今年も 14 社のホテル・旅館のエコ、省エネ相談にのりました。
エコ達人村セミナー「
『エコ・小』の効果はスゴイ！！！」では、成果を上げた旅館から成功事例をご報告
して頂いた後、これまでの「エコ・小」活動により、積み上げられたデータを通じて見えてきた成果が発表
されました。日本の観光を考えるうえで、我々の掲げた総合テーマ「美しい日本文化とエコ技術」は、今日
的なテーマであると同時に、未来永劫大切にしたい基本的な価値であることを実感できました。
今回のイベントの成果は、今後の協会の活動に上手く繋げていければと思います。

建築部会の活動状況とこれからの予定
建築部会長 森 一朗
今年度は以前に比べ多くのホテルが開業する予定
です。そんな話題のあるホテルを中心に見学会セミ
ナーを行います。マリオットホテル東京はラフォー
レ御殿山から運営ホテルが変わり全館リニューアル。
アンダーズ東京は 2014 年夏開業。ホテルの入居して
いる虎ノ門ヒルズは、大深度道路建設に伴い、日本
の新しい都市計画構想にもとづいて初めて計画され
ました。その計画内容のセミナーと合わせて見学会
を予定しています。さらに昨年完成したスーパーホ
テル東京八重洲中央口に代表される宿泊特化ホテル
セミナー、そして総会が行われるコートヤード･バ
イ･マリオット東京ステーションと元気なホテルの
秘密探検ツアーの予定です。

☆
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新入会員紹介 ☆（入会順）

㈱ポンキー

(代表者)代表取締役社長
(担当者)営業 相談役
池 田 一 真
池 田 佑 典
〒275‑0021 千葉県習志野市袖ヶ浦 4‑17‑8
TEL047‑453‑5660 FAX047‑453‑5664
業務内容：寝装品の販売及び内装

[ﾒｰｶｰ]

㈱プロテラス

(代表者)Luci 事業部 事業部長 (担当者)Luci 事業部 営業 1 課兼 HQ2 課
山 崎 寿 士
ﾏﾈｼﾞｬｰ 杉 林 茂 樹
〒107‑0052 東京都港区赤坂 4‑13‑13 赤坂ビル 4F
TEL03‑6327‑7409 FAX03‑6327‑7410
営業内容：LED 照明器具の製造販売 LED 表示機「MGVISION」 空間ﾌﾟﾛﾃﾞｭｰｽ

[ﾒｰｶｰ]

㈱小松物産

(代表者)代表取締役
(担当者)東京支店営業部 営業部長
馬
松
有 馬 正 美
〒110‑0014 東京都台東区北上野 2‑11‑14 小松上野ビル
TEL03‑5827‑3781 FAX03‑5827‑3780
営業内容：装飾金物・ﾛｰﾄｱﾙﾐ・ﾛｰﾄｱｲｱﾝ・ｱﾙﾐ鋳物等

[個人]

岡野正人 M.O.PLANNING

設備部会の活動報告とこれからの予定
設備部会長 横山 豊
設備部会は所属会員で構成されるワーキンググル
ープ（ＷＧ）の活動を前年度より引き続き行ないま
す。地球環境保全関係技術を研鑽することによりそ
の情報を広めることを目的とした活動を行い、併せ
て部員相互及び協会活動の相互理解を促進すること
により活動の活発化を図ります。また今年度も会員
の関心のある施設を見学し交歓会を行なう事により
会員相互の交流及び親睦を深めます。
設備部会幹事会、ＷＧ交流会は年 4 回、施設見学
会は年 2 回を予定しています。またその見学記を協
会 情報誌に発表することにより会員の参考となる
よう努めます。

〒152‑0003 東京都目黒区碑文谷 5‑20‑4 ﾊﾟｰｸｻｲﾄﾞﾌﾗｯﾂ 201
TEL090‑2426‑0040 FAX03‑3792‑8777
営業内容：建築設計ｺﾝｻﾙﾃｨﾝｸﾞ ﾎﾃﾙ、ﾘｿﾞｰﾄ、ｺﾝﾌｧﾚﾝｽ施設の計画設計

インテリア部会の活動報告とこれからの予定
ｲﾝﾃﾘｱ部会長 寺本昌志
インテリア部会は来年度も協会内での会員交流活
性化の為、部会活動に努力して行きたいと思ってい
ます。その為には、部会内の 4 グループそれぞれが
グループの特長を生かし、より新鮮でより興味深い
企画を提案して行きたいと考えています。『セミナ
ーグループ』では年 1 回 100 人を超える規模の「観
光」をテーマにしたセミナーを開催致します。『施
設見学グループ』では年 2 回話題のホテルを中心に
見学会を開きます。『企業見学グループ』では年 1
回観光産業・インテリア産業に関連した注目企業を
紹介します。『新情報発信グループ』では年 2 回観
光関連で 知りたい事、聞きたい事 を題材に研究
会を開催します。これら我々の企画するセミナーや
見学会に多くの会員企業の皆様が参加し交流の機会
を持って頂けるよう励んで行く所存です。

[個人] 滝沢英二
〒132‑0024 東京都江戸川区一之江 3‑6‑16
TEL･FAX 03‑3655‑8764

平成２６年度通常総会開催日及び会場について
来る平成２６年度通常総会および総会後の交歓会
は４月２日新規オープンの京橋トラストタワー内
『コートヤード・バイ・マリオット東京ステーショ
ン』にて６月１６日（月）に実施予定です。施設見
学とセミナーも併せて計画いたします。

[ﾒｰｶｰ]

ナニックジャパン㈱

(代表者)代表取締役
(担当者)専務取締役
甘露寺 信房
早矢仕 典子
〒150‑0021 東京都渋谷区恵比寿西 1‑34‑28 代官山ﾌｧｰｽﾄ 2F
TEL03‑3496‑0729 FAX03‑3496‑0400
営業内容：木製ﾌﾞﾗｲﾝﾄﾞ、可動ﾙｰﾊﾞｰ建具等の製造販売、ｻｰﾋﾞｽ

［個人］ 南 三一郎
〒176‑0023 東京都練馬区中村北 1‑20‑18‑1003
TEL・FAX03‑3825‑0526
[ﾒｰｶｰ]

橋本総業㈱

(代表者)取締役社長
(担当者)特需グループ 支配人
橋 本 政 昭
衣 斐 輝 夫
〒103‑0001 東京都中央区日本橋小伝馬町 9‑9

TEL03‑3662‑9033 FAX03‑3661‑0817
事業内容:管工機材、住宅設備機器等卸

[設計・ｺﾝｻﾙ] アーキテクツオフィス一級建築士事務所
(代表者) 石川雅英
〒103‑0016 東京都中央区日本橋小網町 16‑16
TEL03‑5847‑7785 FAX03‑5347‑7788

事業内容：建築設計、ギャラリー運営、キャフェ

P 第１０3 回ゴルフ会 予告 P
春のゴルフ会を 2014 年 5 月 15 日（木）『グリッ
サンドゴルフクラブ』（千葉県成田市）にて開催致
します。会員様の多数のご参加をお待ちしておりま
す。（プレー代・パーティー・昼食付 19,000 円）

♥編集後記♥
ホテレス 2014 の会場で開催された協会創立 60 周
年事業のオープニングイベントに出席してまいりま
した。協会の展示ブースは、展示構成がそれぞれの
テーマごとに分かりやすく解説されていて、協会ら
しさを存分に発揮した素晴らしい会場にまとめられ
ていました。中央の会場で開かれたオープニングイ
ベントでは、林野庁林政部木材利用課長阿部勲様に
木材の利用についてご講演をいただき、大変勉強に
なりました。60 周年という節目にこのような催しが
できましたことは、今後の協会活動に大きく貢献で
きたことと思います。これからの活動を全員で益々
盛り上げてまいりたいと思います。
Ｙ.Ｋ

