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各位 
2022年 9月 30日 

ORIX HOTELS & RESORTS  
 

地域と人々の新しい結びをつくる 
クロスライフ博多天神・クロスライフ博多柳橋の全貌を公開！ 

～開業を記念してオープニングイベントを実施、宿泊券が当たる CROSS Life誕生キャンペーンが開始～ 
 

 
 
現在、日本国内 13軒、約 3,000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）は、
CROSS Life（クロスライフ）ブランド初となる「クロスライフ博多天神」、「クロスライフ博多柳
橋」を 2022年 10月 1日（土）、2軒同時に開業いたします。開業に先立ち、クロスライフブランド
のお披露目と開業を記念して、本日、オープニングセレモニーを実施しました。 
 
クロスライフは、「自分らしくいられるお気に入りの場所」を提案するカジュアル・ライフスタイルブ
ランドです。地域とのつながりを通して、誰にとっても居心地の良いサードプレイスと自由なライフス
タイルを楽しむ時間を提供します。 
 
ブランドローンチパフォーマンス 
クロスライフの３つのブランドコンセプト（「Play with Local ~ 地域と一緒に」「My 3rd Place ~ 自
分らしい居場所」「360°Life（スリーシックスティライフ）~自由なライフスタイル」）のうち「Play 
with Local」に焦点を当て、福岡の伝統工芸である小石原焼の窯元による、伝統技法の模様入れ「飛び
かんな」を含むろくろ回しと、新進気鋭のアーティスト VIDEOTAPEMUSICが手がける映像音楽作品を
融合させた「Play with Local Cross-Performance」のライブパフォーマンスを披露しました。地域に
伝わる伝統と現代の革新がクロスすることで、既成概念にとらわれない自由な発想やライフスタイルが
体感可能な場所であるクロスライフの世界観をお届けしました。 
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ブランドムービー：https://www.youtube.com/watch?v=QuKO4FEI_O8 
 
開業セレモニー 
地域とのつながりやクロスライフがあらゆる結びを作っていくことを表現し、博多三大祭の博多山笠祭
で使われる”かき縄”を用いたセレモニーを執り行いました。福岡市 経済観光文化局理事 吉田 宏幸氏を
はじめ、福岡南天神振興会 会長 楠下 広師氏、小石原焼・カネハ窯三代目の熊谷 裕介氏、オリック
ス・ホテルマネジメント株式会社 取締役社長 似内 隆晃、同社執行役員 営業本部長 森 直樹、クロスラ
イフ博多天神・クロスライフ博多柳橋 総支配人 高橋 信晴の 6名がかき縄を手にして新たな結びをつく
り、ホテルの幕開けを祝いました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
福岡市 経済観光文化局 理事 吉田 宏幸氏 
「クロスライフ博多天神・クロスライフ博多柳橋の同時開業、誠におめでとうございます。ようこそ福
岡においでくださいました。福岡市では今、『ワーケーション』、そしてアートでまちを彩る
『Fukuoka Art Next』の取組を推進していますが、両ホテルの地域を楽しみつつ、仕事ができる環境や、
ホテル内に様々な地元アーティストの展示を行う取組みには共感を覚えます。ホテルに展示された舟の
アート作品が印象に残りましたが、福岡・博多は海路を通じ大陸と交流し発展してきた都市であり、ア
ートが表現しているのはまさに福岡の本質であると感じました。両ホテルが、古くから交流を続けてき
たこのエリアから船出し、たくさんの新たな交流を生む場所となることを願っています。」 
 
オリックス・ホテルマネジメント株式会社 取締役社長 似内 隆晃 
「ORIX HOTELS & RESORTSとして、新ブランドとなるクロスライフで、初めて福岡に進出でき、大
変喜ばしく感じています。この度の開業により、ORIX HOTELS & RESORTSのネットワークは、国内
全 15軒、約 3,500室となり、今まで以上にあらゆるニーズにお応えできるようになりました。福岡は
国内外の交通の要所となっており、コンパクトシティでどこへ行くにも利便性が良く、ビジネス利用で
の需要は依然高いことが予想され、グルメや文化、伝統祭など心惹かれる要素が目白押しの地でありま
す。2軒のクロスライフではそれぞれ異なる体験をお届けし、福岡の新たな魅力を発見していただける
拠点となります。今後もクロスライフは、地域のまだ知られていないコンテンツを発信し、お客さまに

https://www.youtube.com/watch?v=QuKO4FEI_O8
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発見・体験いただくことで、地域の経済・観光・文化のさらなる発展に貢献し、地域とともに成長して
まいります。」 
 
クロスライフ博多天神・クロスライフ博多柳橋 総支配人 高橋 信晴 
「活気ある福岡において、地域の文化と現代的なデザインがクロスする 2軒のクロスライフを開業でき
たことを大変嬉しく思います。クロスライフ博多天神とクロスライフ博多柳橋は、各々魅力的な特徴を
持ち合わせており、地域を身近に感じるさまざまな仕掛けを施しています。お客さまには、何度でも福
岡の地に戻ってきて、地域の新たな面白さに気づき、地域とのつながりを深めていただければ幸いで
す。国内の余暇・ビジネスでの利用をはじめ、地域の方や来たる外国のお客さまの利用を見据え、カジ
ュアルで自由なライフスタイルを謳歌することができ、訪れた人にとってのサードプレイスとして、居
心地の良いホテルを目指してまいります。」 
 
地域とつながるクロスライフ博多天神・クロスライフ博多柳橋 
■CROSS Life in HAKATA ~ 「クロスライフ x 博多」両施設における共通の取り組み ~ 
 

 MY Favorite Coffee by CROSS Life 
福岡にはユニークなカフェが多々あり、そのカフェ文化を伝えていきたいという想いから、クロスライフは、さ
まざまな味を楽しめるように街のカフェとコラボレーションをして、一定の期間でラインナップが替わるコーヒ
ーをクロスライフのカフェにて提供します。 
 
独自に発展した福岡のカフェ文化 / 一定期間で変わるカフェメニュー ~ 初回はmanucoffee ~  
初回のコラボレーションは、福岡に 3店舗を構え、「カップ 1杯
の宇宙を」をコンセプトに福岡のカフェ文化をリードしてきた 
「manucoffee（マヌコーヒー）」。オリジナルブレンドの
「クジラブレンド」を中心にコーヒーメニューを展開予定。クロ
スライフで味わったコーヒーを求め、実際にそのカフェを訪れ、
その場の雰囲気を味わうのも旅の楽しみ方のひとつです。多彩な
表情を持ち合わせる周辺のカフェを探訪しませんか。 
 
 

 
 ローカル散策「春吉 10 minutes MAP」  

2つのクロスライフを結ぶ「春吉エリア」は、昼の街・天神と 
夜の街・中州に挟まれた、日常と非日常が交錯する場所であり、 
古き良き街並みが今も残ります。本 MAPでは、各ホテルから徒歩 
10分圏内にある、お手頃かつ味自慢の個性的な飲食店やカフェな 
ど地元ならではの情報をまじえて紹介しています。気軽に散策 
に行ける距離にあるおすすめスポットに、ぜひ足を運んでみて 
ください。  
 
 

 
 Connect Board：CROSS Lifeが地域と人をつなげ、新しい結びを作り、視野をひらく。 

クロスライフの象徴であり、地域とつながるコミュニケーショツールのコネクトボードは、各ホテルの発信のみ
ならず、宿泊客、地域の人など、多様なユーザーがオフライン・オンラインを超えて、つながっていきます。ク
ロスライフ公式 Instagram アカウント＠crosslife_jp_official とも連携しており、タイムリーに情報が上がって
きて、最新情報をチェックすることができます。各人が面白いと感じたことをシェアし、クロスライフを通して
見つかる情報の集約場所になります。#Mycrosslife_jp 

http://manucoffee.com/
https://www.instagram.com/crosslife_jp_official/
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  クロスライフ博多天神               クロスライフ博多柳橋 

 
 「クロスライフでワーケーション@360° Hub」  

もう一つのクロスライフの象徴である「360° Hub 」は、仕事や趣
味の時間など自分のスタイルで、いつでも誰でもご利用いただける
コミュニティプレイスです。360° Hubでは、快適に仕事をしてい
ただけるよう、Wi-Fi、電源を完備しています。また、クロスライ
フ博多天神・クロスライフ博多柳橋は、福岡市と公益財団法人 福
岡観光コンベンションビューローが連携して取り組む、福岡市内に
おける新たな働き方と旅行スタイルを支援する「ワフパス(*)」に
参加しています。クロスライフで、自分らしいワークスタイルを見
つけてみませんか。 

  
 
*ワフパスは、ワーケーションによる長期滞在をはじめ、出張やリピート来訪、市内周遊等など福岡滞在をよりお得に深く楽し
むことができ、旅マエ・旅ナカで割引などのお得な特典・サービスを受けることができます。会員登録のみで、どなたでも登
録無料・インストール不要で簡単に利用可能です。ワフパス特設サイト：https://pass.workation-fukuoka.jp/ 
 

■クロスライフ博多天神のアート ~現代の天神・博多を感じる体験 ~ 
博多と天神地区の繁華街の間にありながら、人々の暮らしが息づくヒューマンスケールな街並みが広が
る春吉地区に位置し、館内はひとつの街に色々な表情が同居する福岡の多様性と現代の姿が表現された
デザインとなっています。福岡をモチーフにした独創性あふれるオリジナルアートが館内随所にちりば
められており、滞在を通して地域の魅力に触れることができます。 
アート紹介：https://crosslife-hakatatenjin.orixhotelsandresorts.com/facility/art/ 
 

● 代表的なアート「Yamakasa wall」 
福岡出身で、「躍動」を一貫としたテーマに掲げる山下良平氏によ
るウォールペイントがロビーエントランス横に位置し、皆さまをお
迎えします。博多祇園山笠がモチーフで、今にも動き出しそうな勢
いのある様子をダイナミックに描き上げています。 

  
 
 

■クロスライフ博多柳橋のアート ~地域の伝統工芸に触れる体験 ~ 
博多の台所である柳橋連合市場に隣接し、日本の情緒的な路地のある風景と新しい文化が融合した「歩
いて楽しいまち」に位置し、博多の文化や歴史、芸術などの魅力が館内のクラフトやアートに凝縮され
て表現されたホテル。博多織をモチーフとした外観や、緻密な木の模様の大川組子をイメージしたエン
トランスロビー天井部など、随所に地域文化の息吹を感じます。 
アート＆ローカル紹介：https://crosslife-hakatayanagibashi.orixhotelsandresorts.com/artxlocal/  

https://pass.workation-fukuoka.jp/
https://pass.workation-fukuoka.jp/
https://crosslife-hakatatenjin.orixhotelsandresorts.com/facility/art/
https://crosslife-hakatayanagibashi.orixhotelsandresorts.com/artxlocal/
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● 国指定の伝統的工芸である小石原焼の各階数と客室案内表示 
宿泊階でお客さまをお出迎えする階数表示と客室案内表示には、福岡
の伝統的な焼き物である「小石原焼」の作品を用いています。小石原
焼は、器をろくろで回しながら規則的に模様を入れる独特な幾何学的
模様が特徴です。表示は 13 の窯元によって制作され、全て表現スタ
イルは異なります。伝統技法と革新性が組み合わさったデザインであ
り、小石原焼の奥深さに惹き込まれます。今後、クロスライフ博多柳
橋では、小石原焼の体験機会を創出する予定です。  
 

● 結び・縁をテーマとした「舟のアート」 
福岡県在住の彫刻家、稲葉彬子氏が手掛ける、ホテルが立地する春吉
地区の歴史と隣接の柳橋連合市場とのつながりをモチーフとした舟の
アートが、エントランスで訪れた皆さまをお迎えします。本作品は、
参加型のアートであり、「結び・縁」をコンセプトにしています。
SDGs に配慮し小倉織の端材を有効活用しています。その端材からで
きた紐をチェックイン時にお渡しし、ゲスト自ら舟にかかる紐に結ん
でいただきます。季節に合わせて模様替えし、訪れる度にアートの新
しい表情をお楽しみいただけます。  

 
● 映像音楽作品「汽笛」by VIDEPTAPEMUSIC 

ミュージシャン／映像ディレクターである VIDEOTAPEMUSICによ
るディレクションのもとクロスライフのために制作された映像音楽
作品が、フロントロビー上部のスクリーンで常時流れます。作品の
コンセプトは「移動」。福岡・博多が、古代から現代にいたるまで
大陸や半島との交易を続けてきたこと、多くの川が街中を交錯し今
でも人々の交流地点であること、小石原焼をはじめ九州北部に根付
く伝統工芸の多くが大陸由来であることを踏まえて制作されまし
た。地域の歴史やルーツが垣間見えるアート作品です。 

 
● ARTISTS in CROSS Life HAKATA YANAGIBASHI 

クロスライフでは、地場で活動するアーティストを応援したいという想いから、福
岡・九州地域に埋もれている才能を掘り起こすアートプロジェクト「ARTISTS in 
CROSS Life HAKATA YANAGIBASHI」を始動します。毎回、特定のアーティスト
をホテルに招聘して、地域住民やホテルスタッフとともにリサーチや作品を制作し
ます。プロジェクトを通して生み出された作品は、クロスライフ博多柳橋のロビー
エリアにて、展示を行う予定です。 

 
 
■クロスライフ開業宿泊キャンペーン 
クロスライフのシスターブランドであり、札幌・大阪・京都で展開するクロスホテルと連動し、クロスライフの誕生を記
念して、2022年 9月 30日（金）より、2弾にわたってキャンペーンを実施いたします。  
 
第 1 弾：クロスライフ ブランド誕生キャンペーン ～クロスホテルのシスターブランド クロスライフが誕
生！～ 
予約期間：2022年 9月 30日（金）～2022年 11月 30日（水） 
宿泊期間：2022年 10月 1日（土）～2023年 3月 31日（金） 
※特段の除外日を設けておりませんが、状況によっては宿泊不可の日もございますのでご承知おきください。 
内  容：クロスライフとクロスホテルにお得な料金でご宿泊いただける特別プランを 11 月末までの予約に
てご提供いたします。特設ページから予約が可能で、該当サイト限定での掲載プランとなります。   
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特設ページ URL: https://www.orixhotelsandresorts.com/feature/85313/ 
ご予約・お問い合わせ： 
クロスライフ博多天神 Tel 092-733-0130 / E-mail cl-tenjin@mycrosslife.com 
クロスライフ博多柳橋 Tel 092-733-3900 / E-mail cl-yanagibashi@mycrosslife.com 
 
第 2弾：【10月限定募集】Instagramフォロー＆いいね!でクロスライフに無料招待キャンペーン 
募集期間：2022年 9月 30日（金）～2022年 10月 31日（水） 
宿泊期間：2022年 12月 1日（木）～2023年 3月 31日（金）  
※特段の除外日を設けておりませんが、状況によっては宿泊不可の日もございますのでご承知おきください。 
内  容：公式 Instagramアカウント＠crosslife_jp_officialをフォロー＆いいね！すると、クロスライフ朝
食付きペア無料招待券を 10組の方にプレゼント 
特設ページ URL: https://www.orixhotelsandresorts.com/feature/85313/ 
お問い合わせ： 
クロスライフ博多天神 Tel 092-733-0130 / E-mail cl-tenjin@mycrosslife.com 
クロスライフ博多柳橋 Tel 092-733-3900 / E-mail cl-yanagibashi@mycrosslife.com 
 
CROSS Life（クロスライフ）について： 
クロスライフは、クロスホテルの DNA である「地域とのつながり」を引き継いだシスターブランド。従来のホテルよりももっと身近に
ある存在であり、お越しいただくすべての人にとってのサードプレイスとして、「自分らしくいられるお気に入りの場所」をご提供しま
す。いつ来ても「おかえりなさい！」と声をかけられ、地域とつながり、そこでしかできない体験を楽しめる、そんな温かみのある空間
です。初のクロスライフブランドとなる、「クロスライフ博多天神」「クロスライフ博多柳橋」が 2022年 10月 1日に開業します。 
CROSS Life 公式ウェブサイト：https://mycrosslife.jp/ 
 
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 10月には、新ホテルブランドである CROSS Life（ク
ロスライフ）を開業します。 
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。 
ブランドシリーズ：旅館…佳ら久、はなをり、旅館コレクション、ホテル…CROSS HOTEL、CROSS Life 
単館シリーズ：別府温泉 杉乃井ホテル、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 
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/ 
 
【本件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 ( yuko.kameda.uf@orix.jp )  浅場 ( eri.asaba.rh@orix.jp ) 石井（ kohei.ishii.cv@orix.jp ） 
Tel: 03-5776-3421 
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