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ホテル運営委託契約締結 のお知 らせ
ザ・ リンツ °力 ル トン・ホテル・カンパニ■L.LoC.
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覇市、代表取締役会長 呉屋 矧 0と ザ・ リッツ・カール トン・
株式会社金秀本社 l本ネ
ホテル・ カ ンパニー L.L.C.l本 ネ
土 :米 国メリー ラン 同‖
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)は 、現在、喜瀬別邸ホテノレ&ス パ として運営
しているホテル を、「ザ・ リッツ・カール トン沖縄 として開業することに合意 し、本 日、正式契約を締
結いた しま し亀
喜瀬別邸ホテル &ス パ は本年 9月 1日 をもつて営業を終了 し、改修工事を経て、「ザ・ リンツ・力 ル ト
ン躙
として 2012年 4月 に開業す る予定です。新ホテルのコンセプ トは、リッツ・カール トンのスタ
イル と、沖縄文化を融合 させたものにな り、控 えめ、静けさのな力ヽこも本物の良さを感 じさせるデザイ
ンにな ります。 リッツ・カール トン・ ホテル・ カンパニー にとつて、今回のプロジェク トは日本国内で
初 めてのリゾー トホテルであり、 コンバージョン

(転 換)プ ロジェク トにな りますЭ

kジ ムのほか、3つ のレス トラン、及びバー、ラウンジ、そ
改修後 の新 ホテルでは、97の 客室やプーノ
してエステ&ス パ には ESPAブ ラン ドが入る予定で 九
世界的なラグジュア ジーホテルブランドであるリンツ・力 ル トンが沖縄に開業することは、沖縄屎の
わることになります。 リッツ・力=ル トンが持つ世界的ネットワーク
リゾー トンーンに新たな一面力湧日
は、これまで以上にヅゾー トディスティネーションとしての沖縄を世界に向けアピ‐ルすることに寄与
するものと信 じておりますЭ
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ザ・ リンツ °力 ル トン 。ホテル・ カンパニー 社長兼 C00(最 高運営責任者)ア ー ヴ 。アムラー氏
「私 どもにとつて 日本で開業する初めての リゾー トホテル とい うことのみならず、沖縄で初めての国際
的ブラン ドのホテルにな ります。今回は リゾー トホテル とい うことで、東京や大阪の都市型の リッツ・
カール トンとは違った リッツ・カール トンを、 日本 の顧客の皆様のみならず、イ ンターナショナルな顧
客の皆様 にショーケース としてご紹介できることと存 じますD私 どもは、金秀社 さまとの良好なパー ト
ナーシ ップを通 じて、沖縄において素晴 らしい リゾー トを開発できることを嬉 しく思ってお りますЭ
金秀グループ 会長兼 CEO 呉屋 守脂氏
「ザ・ リッツ・ カール トン・ ホテル・カンパニー」は世界中でホテルを展開するブラン ドの中でも、お
客様満足度の高いホテルであり、従業員 を大切にするホテル としても有名 です。そのよ うなホテルが喜
溺 ll氏 [を リッツ・カール トンとして運営 していただくことに承諾 していただいたことは、金秀 としては
大変ありがたいことであります9ま た、 リッツ・カール トンのような世界的ブラン ドが沖縄 に進出する
ことは、沖縄 の観光産業のみならず、県経済 の総合的な発展強化、及び裾野の広が りにつながるものと
信 じてお りますЭザ・ リッツ・ カール トン沖縄が、沖縄に脈々 と流れるおもてなしの文化 を再発見 し、
世界に向け発信 していただければと存 じま或
ザ・ リッツ・ カール トン・ ホテル・カンパニーについて
チェビーチェイス)
ザ・ リッツ・ カマル トン・ホテル・ カンパニーL.L.C.休 社 :米 国メリー ラン ロ寸
‖
は現在、南北アメリカ、 ヨーロッパ、アジア、中東、アフリカおよびカ リブ海沿岸諸国で総数75軒 のホ
テルを運営 しています。また、世界中で30を 超えるホテルおよび住宅計画が開発段階にありますЭザ・

リンツ・ 力 ル トンは、1987年 に創設 された権威あるマル コム・ ボル ドリンジ賞 lMB賞 、正式にはマ
/1B賞 は、卓越l性 を目指
ル コム・ボル ドリッジ国家品質賞)を サービス業で口
佳‑2度受賞 した企業ですЭム
した品質向上 への意識を高め、企業 の品質改善の達成実績を認定 して、成功 した品質戦略を広めること
を目的 としています。ザ・ リッツ・ カール トン・ ホテル・カンパニ■L.L.C.は 、マ リオット・ イ ンター
まMARlの 企額出資子会
ナシ ョナル・イ ンク (ニ ュー ヨー ク証券取引所上場銘柄のテ ィッカーシンボルイ
社ですDⅧ 卿 .五 弦所1甑 .m胡 ∬
金秀本社について
1947年の金秀鉄工所の創業以来、沖縄県の発展に寄与することを企業理念に据えていますЭ金秀グル
ープは 10社 1事業協同組合から成 りま丸 金秀本社はグループの統括管理を行 うホマルデ ィングカン
パニーです。
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