
 

 

  

ORIX HOTELS & RESORTS 

 

〒105-0013 東京都港区浜松町 2-3-1 

日本生命浜松町クレアタワー 

T：03 5776 3418 

F：03 5776 3427 

2022 年 5 月 23 日 

プレスリリース 

 

ORIX HOTELS & RESORTS、立ち上げから 3 年を経て、 

ブランドポートフォリオを拡充し、新たなステージへ 

ライフステージに寄り添う、こだわりの旅館・ホテルブランドを展開 

 

現在、日本国内 13 軒、約 3000 室の旅館・ホテルを展開している ORIX HOTELS & RESORTS（運営会社：

オリックス・ホテルマネジメント株式会社、本社：東京都港区、取締役社長：似内 隆晃）では、立ち上げか

ら 3 年を経て、「CROSS HOTEL」（クロスホテル）のシスターブランドとなる新ホテルブランド「CROSS Life」

（クロスライフ）に続き、新たに「旅館コレクション」ブランドを追加します。 

ORIX HOTELS & RESORTS はブランドポートフォリオを拡充し、お客さま個々の体験を重視するホテルグ

ループとして、新たなステージに展開してまいります。 

 

新ブランドポートフォリオは、お客さまのライフステー

ジに応じてホテル・旅館を選びやすくしたい、そして、

繰り返し訪れていただきたいとの思いから、“ブランド

シリーズ”と“単館シリーズ”に分類しました。“ブランド

シリーズ”は、さらに「ラグジュアリー」、「アップスケー

ル」、「ミッドスケール」、「カジュアル」の 4 つのカテゴ

リーに細分化し、全 5 つの旅館・ホテルブランドの各々

のポジショニングを明確にしました。 

 

新たに“ブランドシリーズ”のホテルラインに加わるクロスラ

イフは、「カジュアル」カテゴリーに属するライフスタイルホ

テルです。地域とのつながりを大切にし、ホテルでありながら

もっと身近に感じられる「自分らしくいられるお気に入りの

場所」となることを目指してまいります。 

今秋、クロスライフブランドとして、2 軒のクロスライフ（ク

ロスライフ博多天神、クロスライフ博多柳橋）の開業を予定し

ており、ORIX HOTELS & RESORTS としては福岡初出店と

なります。 
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さらに、ORIX HOTELS & RESORTS のフラッグシップになる“ブランドシリーズ”の「ラグジュアリー」カ

テゴリーに位置する「佳ら久」（からく）は、「麗らかな活力が生まれる場所」をコンセプトに、本質を妥協

なく突き詰めた最上級の旅館リゾートとして展開してまいります。2020 年 10 月に開業した「箱根・強羅 佳

ら久」に続き、現在、伊豆・熱海地区に 2 軒目となる「佳ら久」を新規開発中です。 

 

また、“ブランドシリーズ”旅館ラインには、地域に親しまれながら長年歴史を刻んできた旅館を集めた「旅館

コレクション」ブランドを新設いたしました。「旅館コレクション」ブランドには、日本の伝統と和を大切に

し、地域に寄り添った個性を有する数々の旅館をラインナップしています。落ち着きと安らぎを与える温泉や

地域に根付いた食材を使ったお食事など、お客さまが旅館だけではなく、地域全体を楽しみ、心が温かくなる

ような、ゆるやかなくつろぎの時間を提供してまいります。 

 

そして、“単館シリーズ”には、ORIX HOTELS & RESORTS の礎を作り上げてきた「別府温泉 杉乃井ホテル」

を筆頭に、「ホテル ユニバーサル ポート」、「ホテル ユニバーサル ポート ヴィータ」、「ホテル ミクラス」

が属します。 

「別府温泉 杉乃井ホテル」は、2019 年より大規模リニューアルプロジェクトに着手し、開始時点では 3 棟あ

った宿泊棟を段階的に建て替え、2025 年までの完了を目指しています。2021 年 7 月に、新宿泊棟の第一号と

なる「虹館」が開業したことに続き、2023 年にフラッグシップとなる新棟、さらに閉館した Hana 館跡地に

も新棟を建設予定です。その他、既存のアミューズメント施設についても改修を行い、70 年以上の歴史を築

いてきた杉乃井ホテルは、全国的な温泉リゾートとして、新たな歴史の幕あけを迎えています。 

 

このたびの新ブランドポートフォリオと連動し、ORIX HOTELS & RESORTS の公式ウェブサイト

(https://www.orixhotelsandresorts.com)もリニューアルいたしました。 

7 月 10 日までの期間、抽選で合計 50 組 100 名さまに ORIX HOTELS & RESORTS の各旅館・ホテルの宿泊

券をプレゼントする「ORIX HOTELS ＆ RESORTS で過ごす特別な時間 プレゼントキャンペーン」を実施

するとともに、今年の夏のご旅行をお得にお楽しみいただけるキャンペーンを本ウェブサイトにて実施いたし

ます。 

 

①「ORIX HOTELS ＆ RESORTS で過ごす特別な時間 プレゼントキャンペーン」 

Instagram 公式アカウント フォロー＆コメントキャンペーン 

応募期間：2022 年 5 月 23 日（月）～7 月 10 日（日） 

期間中、ORIX HOTELS & RESORTS の Instagram 公式アカウント( @orix_hotels_and_resorts ) をフォロー

し、対象の投稿に「コメント」した方の中から抽選で日本各地に広がる ORIX HOTELS & REORTS の宿泊券

をプレゼントいたします。 

 

https://www.orixhotelsandresorts.com/
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②「ORIX HOTELS ＆ RESORTS で初夏を楽しむ期間限定特別プラン」 

予約対象期間：2022 年 5 月 23 日（月）～6 月 30 日（木） 

対象宿泊期間：2022 年 5 月 23 日（月）～6 月 30 日（木） 

※キャンペーン特集ページはこちら（https://www.orixhotelsandresorts.com/feature/55461/） 

※ORIX HOTELS & RESORTS の Instagram 公式アカウントはこちら

（https://www.instagram.com/orix_hotels_and_resorts/） 

 

引き続き、地域に寄り添った施設運営をすることをお約束し、ORIX HOTELS & RESORTS 全体でサステナ

ビリティの推進も積極的に行ってまいります。昨年 5 月には地域の企業や自治体との連携、オリックスグルー

プのリソースを活用して、新たな観光資源の発掘・創出を行う「地域共創プロジェクト」も立ち上げました。

地域の新しい魅力を発見しながら、「ORIX HOTELS & RESORTS」ならではの新しい体験価値や魅力をお客

さまにご提供できるよう、努めていくとともに、「CO2 削減」「食品ロスの削減」「脱プラスチック」など、サ

ステナブル社会の実現へ向けて、ホテルグループとして、ハード・ソフトの両面から課題解決に向けて取り組

んでいきます。 

 

ORIX HOTELS & RESORTS では、お客さまのライフステージに寄り添い、繰り返し訪れたいと思っていた

だける異なる体験を提供するこだわりを持った旅館・ホテルの運営を通じ、グループのコンセプトである「ま

た行きたい、と思っていただける場所。」をお越しいただくすべての方にお届けしてまいります。 

 

ORIX HOTELS & RESORTS（オリックス ホテルズ＆リゾーツ）について： 

ORIX HOTELS & RESORTS は、オリックス・ホテルマネジメント株式会社の旅館・ホテルの運営事業ブランドです。ラグジュアリーからカジ

ュアルまで、旅館とホテルを両軸に幅広いカテゴリーを有し、「また行きたい、と思っていただける場所。」をご提供するべく、お越しいただく

皆さまのさまざまなライフステージに合わせた体験をお届けしています。現在、ORIX HOTELS & RESORTS では、北は北海道から南は別府ま

で、4 ブランドにて 13 の旅館・ホテルを展開し、2022 年秋には、新ホテルブランドである CROSS Life（クロスライフ）を開業予定です。ま

た、ORIX HOTELS & RESORTS では、クレンリネスポリシー（『With COVID-19』下における運営・サービス指針）のもと、すべてのお客さ

まに、安心・安全にご利用いただけるよう、サービスの提供に努めてまいります。詳細は、こちらをご覧ください。 

ORIX HOTELS & RESORTS 公式ウェブサイト：https://www.orixhotelsandresorts.com/ 

ORIX HOTELS & RESORTS Instagram 公式アカウント：https://www.instagram.com/orix_hotels_and_resorts/ 

 

オリックス・ホテルマネジメント株式会社について： 

オリックス・ホテルマネジメントは、オリックスグループの運営事業を担う会社として、国内計 29 施設、約 6,000 室の多種多様な旅館、ホテ

ル、研修施設等の運営および他社運営施設への業務支援を行っています。そのうち、主力ブランドである「ORIX HOTELS & RESORTS」の 13

施設、約 3,000 室を含む、全 21 施設、約 4,300 室を直営で展開しております。国内に広がるオリックス・ホテルマネジメントの各施設では、

お越しいただく皆さまに、安心・安全で快適な滞在をご提供しています。 

オリックス・ホテルマネジメント公式ウェブサイト：https://www.orix-realestate.co.jp/hotelmanagement/ 

https://www.orixhotelsandresorts.com/feature/55461/
https://www.instagram.com/orix_hotels_and_resorts/
https://www.orixhotelsandresorts.com/info/2020/09/16/3604/
https://www.orixhotelsandresorts.com/
https://www.instagram.com/orix_hotels_and_resorts/
https://www.orix-realestate.co.jp/hotelmanagement/
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本プレスリリースに関するお問い合わせ： 

ORIX HOTELS & RESORTS 

オリックス・ホテルマネジメント株式会社  

広報・PR 担当   ブランドマネージャー   広報・PR 担当部長 

亀田 有子 (yuko.kameda.uf@orix.jp )  浅場 衣里 ( eri.asaba.rh@orix.jp )  石井 耕平（kohei.ishii.cv@orix.jp） 

Tel: 03-5776-3421 

mailto:yuko.kameda.uf@orix.jp
mailto:eri.asaba.rh@orix.jp
mailto:kohei.ishii.cv@orix.jp

