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「ホテル新潟」の運営委託契約締結と「ANA クラウンプラザホテル新潟」への 

ブランド変更について 
 
株式会社リンコーコーポレーション（ホテル新潟の所有会社）ならびに連結子会社の株式

会社ホテル新潟（ホテル新潟の運営会社 所在地：新潟市中央区、代表取締役社長：岡村 繁） 
は、IHG・ANA・ホテルズグループジャパン（所在地：東京都港区、最高経営責任者：クリ 
ス・モロニー）と「ホテル新潟」の運営委託並びに ANA クラウンプラザホテルへのブラン

ド変更について合意し契約を締結致しましたので、下記のとおりお知らせ致します。 
 

記 
 
１． 運営委託の背景・目的 

新潟市内におけるホテル事業は、供給過剰状況にあり、競争激化の様相が顕著であり 
ます。「ホテル新潟」も、そのような環境の下、抜本的な経営改善策の検討を重ねて参り 
ました結果、この度、世界的なホテル会社であるインターコンチネンタルホテルズグル

ープ（所在地：英国）と全日本空輸株式会社（ANA）とのジョイントベンチャー会社で

ある「IHG・ANA ホテルズグループジャパン合同会社」に、ホテルの運営を委託するこ

とに致しました。これにより、「ホテル新潟」は「ANA クラウンプラザホテル新潟」と

改称すると共に、国際的ホテルとして物心両面においてブランド価値を高め、お客様の

ニーズに応えて参ります。なお、経営体制及び資本はこれまでどおりであります。当ホ

テルはリニューアル２０周年を迎える本年を次の飛躍の年として、新潟に新風を吹き込

めるものと期待しております。 
 
２．ブランド変更による当ホテルの刷新について 
（１）ANA クラウンプラザホテルについて 
   ANA クラウンプラザホテルは、IHG・ANA・ホテルズグループジャパンが運営する 



ANA ホテルとクラウンプラザの共同ブランドホテルです。現在、日本全国６都市（ANA 
クラウンプラザホテル千歳、ANA クラウンプラザホテル富山、ANA クラウンプラザ   
ホテル金沢、ANA クラウンプラザホテル広島、沖縄ハーバービューホテルクラウンプ   
ラザ、ANA クラウンプラザホテル成田）、合計約 2,000 室が、新たにクラウンプラザ     
のグローバルネットワークに加わっております。また今年、大阪全日空ホテルも ANA    
クラウンプラザホテルに変更される予定です。当ホテルも、同様のブランドホテルと

して刷新いたします。 
   又、クラウンプラザは、会議や婚礼等のイベントおよび宿泊において、ビジネスと 

レジャー両方の利用目的に適したハイレベルの快適さ、施設とサービスを兼ね備えた、   
IHG が運営する高級ホテルブランドの１つです。現在世界５０カ国以上で２９９ホテ 
ルが運営され、さらに１１８件の開業準備が進められており、急速に成長しているホ  
テルブランドです。 

（２）運営委託によるサービスの向上について 
   ANA クラウンプラザホテルでは、現在、婚礼や一般宴会を含むイベント案件の専任ス   

タッフ（クラウン・イベント・ディレクター）の設置とサービス強化、最大２４時間    
のルームサービス等の様々なクラウンプラザのグローバルスタンダードの導入、そし 
て上質なベッドリネン等のグローバルスタンダードに準じた客室アメニティの刷新が 
実施されています。また、現在も引き続き、サービスの向上及び新規サービスの導入 
について準備を進めております。 

   当ホテルでも同様のサービスを導入し、ブランド価値の向上を図って参ります。 
 
３．IHG・ANA ホテルズグループジャパン合同会社の概要 
・ 商     号： IHG・ANA ホテルズグループジャパン合同会社 
          （IHG ANA Hotels Group Japan LLC） 
・ 設     立： 1989 年（平成元年）12 月 5 日 ※２００６年１２月１日 組織変更 
・ 所  在  地： 東京都港区赤坂 1-12-20 榎坂ヒルズ 
・ 主 要 株 主 ： インターコンチネンタル ホテルズ グループ（ＩＨＧ） 

 全日本空輸（ANA） 
・ 代 表 者 ： 最高経営責任者 クリス・モロニー（ＣＨＲＩＳ ＭＯＬＯＮＥＹ） 
 最高執行責任者 大屋 了三（おおや りょうぞう） 
・ 資  本  金： 8 億 3,000 万円 
・ 当社との資本関係・人的関係・取引関係はございません。 
 
４・契約締結日： 平成２０年４月１１日 
 
５．運営開始日： 平成２０年５月 １日（予 定） 



 
６．業績に与える影響 

今回の運営委託契約が、将来的な当社の連結業績の向上に寄与するものであると考え 
ております。なお、現時点では当社の連結業績への影響は軽微の見込みであります。 

                 
以    上 

 
※当社と IHG・ANA ホテルズグループジャパンの共同プレスリリースを添付しておりま

す。 
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ANA クラウンプラザホテルが新潟県に初進出  
 リンコー コーポレーションと IHG・ANA・ホテルズグループジャパンがホテル運営委託契約を締結 

 2008 年中にホテル新潟が「ANA クラウンプラザホテル新潟」へ変更 
 IHG・ANA・ホテルズグループジャパンとしての初契約 
 5 月 1 日付でホテル新潟の総支配人に小杉真澄が着任 

 
 
株式会社リンコー コーポレーション（新潟県新潟市、代表取締役社長：岡村  繁、以下、リンコー コー

ポレーション）と IHG・ANA・ホテルズグループジャパン（東京都港区、最高経営責任者：クリス・モロニ

ー、以下、IHGANA）は、本日、 リンコー コーポレーションが所有するホテル新潟に関し、両社の運営

委託契約締結と、同ホテルの 2008年度中のANAクラウンプラザホテルへのブランド変更について

発表しました。 
 
ANA クラウンプラザホテル新潟としての共同ブランド化に際し、同ホテルは年内に全客室および

料飲施設の改装を開始する予定です。また、2008 年 5 月 1 日付で、同ホテルの総支配人として

IHGANA より小杉真澄の着任が決定しました。同氏は、東京全日空ホテル（現 ANA インターコン

チネンタルホテル東京）および石垣全日空ホテル＆リゾート等でホテル運営において多くの実績

を挙げております。ANA クラウンプラザホテル新潟の誕生に向け、これまでの経験とリーダーシ

ップが期待されています。（略歴は添付資料参照） 
 
ホテル新潟は、新潟県庁はじめ地元企業が集中し地元経済の中心である新潟市中央区に位置し、

総客室数 182、交通至便で、国内外のコンベンション等の利用も盛んな県下で有数のホテルです。 
 
ANA クラウンプラザホテルは、IHG（英国）とＡＮA（全日本空輸、東京都港区）のジョイントベンチャー

会社として 2006 年 12 月に設立した IHG・ANA が優先的に取り組むホテルの共同ブランド化により

誕生したブランドです。昨年、全国 6 都市（千歳、富山、金沢、広島、那覇、成田）の ANA ホテルが、

ANA クラウンプラザとして共同ブランド化を果たしました。クラウンプラザホテル＆リゾーツは、世界有

数のホテルグループである英 IHG が運営する高級ホテルブランドの 1 つで、現在、世界約 50 カ国で

299 ホテルのうち55 件がアジア太平洋地域で運営され、同地域で急速に成長しているホテルブランド

です。 
 
ANA クラウンプラザホテル新潟には、クラウンプラザのグローバルスタンダードと、ANA クラウンプラ

ザホテルで日本向けに展開されている、主に次の共通サービスが導入されます。 
(1) 婚礼や一般宴会を含むイベント案件に特化した専任スタッフ（クラウン・イベント・ディレクター）の

設置とサービス強化 
(2) 最大 24 時間のルームサービス等の様々なクラウンプラザのグローバルスタンダードの導入 
(3) 上質なベッドリネン等のグローバルスタンダードに準じた客室アメニティの刷新 
さらに、現在も引き続き、サービス向上および新規サービスの導入について準備を進めています。 
上記の他にも、共通サービスの改善や新しいサービス導入等について取り組んでいます。 
 



リンコー コーポレーションの代表取締役社長岡村 繁は次のように述べています。「政令指定都市新

潟において、最も伝統あるホテルとして永らく市民にご利用頂いてきたホテル新潟は、今年でリニュー

アル 20 周年を迎えます。この記念すべき年に、世界有数のホテルグループである IHG・ANA ホテル

ズグループジャパンが 新潟市において当ホテルを選定頂き、ホテルを運営して頂くことに、感謝申し

上げます。今後は、当ホテルの伝統と真心あるサービスに加え、ANA クラウンプラザの世界的なネッ

トワークに支えられたブランド力と、日本およびグローバルの共同ホテルブランドの強みを発揮し更な

る飛躍を遂げられるものと確信しております。」  
 
IHG・ANA の CEO（最高経営責任者）のクリス・モロニーは次のように述べています。「私どもは、リン

コー コーポレーションとの提携と、新潟でユニークな ANA クラウンプラザホテルが誕生することを大

変嬉しく思ってお ります。また、新潟で初めての ANA クラウンプラザホテルです。新潟県有数の企業

であるリンコー コーポレーションとの提携は、弊グループ新潟での事業構築に新たな展開になると、

大きな期待を寄せています。ANA クラウンプラザホテルは、世界のホテル市場で成功を収めるホテル

ブランドです。ANA ホテルが長年培ったブランド力とホテル運営経験、そしてクラウンプラザの海外で

の実績や厳格に管理されたサービスノウハウを合わせた、他にはない日本発のホテルブランドです。

今後もそのグローバルな要素と日本ならではのホスピタリティを併せ持つ共同ブランドホテルとして、

そのベネフィットをお客様に提供してまいります。」 
 

以上 
 

【添付資料】 IHG・ANA・ホテルズグループジャパン 小杉真澄  略歴 
 
株式会社リンコーコーポレーション 概要  
 
本社住所：新潟市中央区万代五丁目１１番３０号 
URL: http://www.rinko.co.jp 
資本金：１９億５千万円 
創立 ：１９０５年１１月 
上場証券取引所：東京証券取引所 市場第２部 
主な事業内容： 

（１） 運輸作業部門：港湾運送事業、倉庫業、貨物利用運送業 
（２） 港湾部門：私有港湾（臨港埠頭）所有 面積：271,385 ㎡,船舶係船に係る業務 
（３） 不動産部門：土地建物の賃貸、分譲及び仲介業 
（４） 機械販売部門：建設機械等の販売、修理及び整備業 
（５） 関連事業部門：産業廃棄物処理、通関業、船舶代理店業、保険代理店業、航空貨物取扱業、O.A

機器の販売  
連結関係会社： 
株式会社リンコーホールディングス（主な事業内容 ホテル事業企画管理業務） 

 株式会社ホテル新潟（ホテル・結婚式場・ﾚｽﾄﾗﾝの経営） 
 株式会社ホテル大佐渡（ホテル・結婚式場・ﾚｽﾄﾗﾝの経営） 
 臨港商事株式会社（物品の販売・貿易業務） 
 リンコー運輸株式会社（貨物自動車運送事業・自動車整備業） 
 新光港運株式会社（貨物自動車運送事業・倉庫業） 
 丸肥運送倉庫株式会社（貨物自動車運送事業・倉庫業） 

  
IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて 
 
IHG・ANA・ホテルズグループジャパンは、2006 年 12 月 1 日に、客室数で世界有数のホテルグループで

あるＩＨＧと、航空会社のＡＮＡの業務提携により設立されたジョイントベンチャー会社で、国内で合計 41
軒、客室数約 12,000 室を運営する日本最大のインターナショナルなホテル運営会社です。 
ＵＲＬ： www.anaihghotels.co.jp 
IHG・ANA・ホテルズグループジャパンの最新情報については、オンラインのプレスリリースサイトをご確認

願います。ＵＲＬ： www.anaihghotels.co.jp/pr 
 



ANA クラウンプラザホテルについて 
 
ANA クラウンプラザホテルは、IHG・ANA・ホテルズグループジャパンが運営する、ANA ホテルとクラウン

プラザの共同ブランドホテルです。現在、日本全国 6 都市（ANA クラウンプラザホテル千歳、ANA クラウ

ンプラザホテル富山、ANA クラウンプラザホテル金沢、ANA クラウンプラザホテル広島、沖縄ハーバービ

ューホテルクラウンプラザ、ANA クラウンプラザホテル成田）、合計約 2,000 室が、新たにクラウンプラザ

のグローバルネットワークに加わりました。 
クラウンプラザは、会議と宿泊を合わせた、ビジネスとレジャー両方の利用目的に適したハイレベルの快

適さ、施設とサービスを兼ね備えた、IHG が運営する高級ホテルブランドの１つです。現在世界 50 カ国以

上で 299 ホテルが運営され、さらに 118 件の開業準備が進められている、急速に成長しているホテルブ

ランドです。  
ANA クラウンプラザホテルは、日本での導入にあたり、日本の消費者のビジネスとレジャーの双方のニー

ズを理解するため、日本の大都市および中核都市の約 2,000 人に個別インタビューを実施しました。この

調査によって抽出されたホテルに対するより深いニーズは、日本市場に合わせて、ANA クラウンプラザホ

テルのサービスに反映されています。ホテルでの滞在だけでなく、これから日本市場で成長が見込まれる

MICE（Meeting, Incentive, Conference, and Expo）市場、ウェディングや宴会等を含むイベント全般にお

いて展開してまいります。 ＵＲＬ： www.japan.crowneplaza.com 
 
 
本件に関するお問い合わせ先：  
 
株式会社リンコーコーポレーション 
総務人事部 広報・ＩＲ担当 部長 吉川 英夫 
Tel:  025 245 4113 Fax: 025 248 4113 
hideo_yoshikawa@rinko.co.jp 
 
IHG・ANA・ホテルズグループジャパン 
広報  潮 孝子 
Tel:  03 3505 9626 Fax: 03 3505 2359 
Takako.ushio@ihganahotels.com 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
小杉 真澄 （こすぎ ますみ）  
IHG・ANA・ホテルズグループジャパン 

ホテルインテグレーション担当部長  
（2008 年 5 月 1 日 ホテル新潟  総支配人 着任予定） 

 
 

旧永田町東京ヒルトンホテルを経て、1985 年に全日空エンタプライズ株式会社に入社。東京

全日空ホテル（現 ANA インターコンチネンタルホテル東京）のマーケティング部宴会セールス課

で 6 年間にわたり一般法人向けに宴会の営業を担当した後、1991 年以降は営業企画課マネー

ジャーとして料飲部門および一般・婚礼宴会の商品企画と婚礼の新ブランド立ち上げ等で活躍。

1994 年には成田全日空エンタプライズ株式会社に、販売課営業企画副長として出向。  

1996 年より再び東京全日空ホテルにて、宴会販売支配人から宴会販売統括支配人を経て、

宴会販売スタッフおよび支配人の指導育成と、ブッキングおよび予算管理の改善を収入増につ

なげた実績を持つ。その後、同ホテルの料飲部長として、活動計画策定、収益管理、料飲部門

の労務管理全般を統括した。 

2007 年 4 月から 1 年間にわたり、石垣全日空ホテル＆リゾートの副総支配人として、IHG と

のホテル運営システムの統合や、同ホテルの ANA インターコンチネンタルホテルへの共同ブラ

ンド化の準備等の、様々な統合業務をはじめとしたホテル運営全般の統括指揮にあたる。  

2008年 4月より IHG・ANA・ホテルズグループジャパンのホテルインテグレーション担当部長、

同 5 月 1 日付で、ホテル新潟の総支配人に着任予定。  

日本大学 経済学部 卒業 
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