2019 年 8 月 1 日

News Release
報道関係各位

【 HOTEL MANAGEMENT JAPAN / ホテルマネージメントジャパン 】
新ブランド「オリエンタルスイーツ エアポート 大阪りんくう」
2019 年 12 月開業 8 月 1 日(木)より宿泊予約受付を開始
—関西空港から電車で約 5 分、りんくうゲートタワービル直結-

ホテル運営会社である株式会社ホテルマネージメントジャパン（本社 東京都渋谷区 代表取締役 東 俊
三）は、2019 年 12 月開業を予定している新ブランドホテル「オリエンタルスイーツ エアポート 大阪りんく
う」の宿泊予約受付を 2019 年 8 月 1 日（木）より開始いたします。
「オリエンタルスイーツ エアポート 大阪りんくう」は、りんくうゲートタワービル内（1 階・2 階・15・
16・19～24・26 階部分）にあり、関西空港まで電車で約 5 分、ＪＲ・南海電鉄と 2 本の鉄道が乗り入れる
“りんくうタウン駅”に直結、国内外のブランド約 210 店舗が揃う「りんくうプレミアム・アウトレッ
ト」をはじめ、「りんくう公園」「マーブルビーチ」にも近く、恵まれたロケーションに位置しています。
本ホテルは“ゆとりと和のもてなし”をコンセプトに、広々とした客室と日本人の美意識を感じる要素を
随所に取り入れ、日本らしさを感じる旅の楽しみを提供する、レジャー利用を主体とした宿泊特化型ホテル
です。

▲りんくうゲートタワービル外観 ホテル客室フロアは 15・16・19～24・26 階の 9 フロア

【ホテルの特徴】
●関西空港から一駅約 5 分、JR 線＆南海電鉄りんくうタウン駅直結、周辺にはショッピング、公園や
ビーチなどの観光施設も充実した好立地。

●客室の約 60％がリビングとベッドルームが独立した、30 ㎡以上の広々としたゆとりの空間が特徴。
現代的でスタイリッシュなインテリアに日本の伝統色をさりげなく添え、日本の空の玄関口に相応しい
和のもてなしを込めた柔らかく落ち着いたデザイン。
●ホテルの客室は 15・16・19～24・26 階フロアにあり、高層階ならではの、見晴らしの良い景色と
夜景を堪能いただけます。

【施設の特徴】
① フロントロビーは組子、格子を中心とするモチーフで構築し、和のもてなしを込めた、柔らかく落ち
着いたデザインです。

▲ホテルロビーイメージ

②

快適性とくつろぎの客室
ゆったりサイズの客室は 258 室中約 200 室が 30 ㎡以上。そのうち 158 室はリビングとベッドルーム
がそれぞれ独立し、まるで家に居るように過ごせる広々とした空間、さらにベッドサイズは全室 1,200
㎜以上のワイドサイズを設置しております。客室のインテリアは「淡」と「濃」の 2 つのタイプがあ
り、「和」と「モダン」をうまく調和させたゲストを温かく包み込むインテリアカラーで構成してい
ます。

▲ホテル客室（スーペリアツインベイビュー

31.8 ㎡）「カラー淡」イメージ

③

オリエンタルスイーツ(75 ㎡)7 室
レジデンス仕様の客室は、エントランス、リビングルーム、キッチン、ダイニングルーム、ベッド
ルームで構成された「住まう」邸宅の佇まいとしつらえで中長期滞在にも適したお部屋です。

▲ホテル客室（オリエンタルスイーツ）イメージ

▲ホテル客室（オリエンタルスイーツ）リビングルームイメージ

④

魅力はなんといってもベイビューの眺望
客室は高層階ならではの眺望、見晴らしの良い景色、夜景を堪能いただけます。南側サイドは大観覧
車「りんくうの星」のイルミネーションの煌めく夜景が魅力、西側のエアポートビューは、一日中ず
っと楽しめる航空機の離発着の眺望をお楽しみいただけます。

▲西側エアポートビュー眺望（20 階から撮影）昼景と夕景

⑤

朝食はオリジナルで色々な楽しみ方ができる“スープで食べる朝ごはん”
季節ごとに変わる 3 種のスープは和・洋・アジアンテイストでご用意いたします。身体を温かく
目覚めさせてくれる手軽なスープとして、トッピングにライスを入れて雑炊としてもお楽しみ
いただけます。

⑥

エクスプレスカフェ（2 階）
エクスプレスカフェではこだわりのコーヒーをはじめ、朝食、ランチタイム、バータイムまでドリン
ク、軽食メニューをご用意しております。また、フリーカフェコーナーとして、ご宿泊ゲストは
無料でコーヒーや紅茶、フレーバーティーなどを自由にテイクアウトいただけます。

▲エクスプレスカフェ イメージ

⑦

日本画で日本の美に触れる、「偲びの美学」でおもてなし
ホテル 1 階フロント、1・2 階エレベーターホールには、現代の浮世絵師とも称され、日本国内で数々
の作品を手掛けてきた画家（自称：絵描き）岡田嘉夫がこのホテルのために創作した日本画 3 点
「歌舞伎絵」「源氏物語」「かぐや姫」を展示いたします。日本古来より日本画にしたためられた
日本独自の「偲びの美学」をご鑑賞ください。

≪ オリエンタルスイーツ エアポート 大阪りんくう 概要 ≫
【住所】 〒598-0048 大阪府泉佐野市りんくう往来北 1
【ＵＲＬ】 https://www.oriental-s-airport.com 2019 年 8 月 1 日公開
【開業】 2019 年 12 月
【規模】 りんくうゲートタワービル内 1 階(ロビー)、2 階(カフェ＆バー)、15・16・19～24・26 階(客室)
【客室】 全 258 室（ダブル：58 室、ツイン：193 室、スイート：7 室）
【施設】 「エクスプレスカフェ」朝食 6：30～10：00

カフェ 10：00～17：00 バー17：00～22：00

【アクセス】 ＪＲ・南海電鉄「りんくうタウン」駅直結 / 関西空港から電車で約 5 分

【運営会社】株式会社ＨＭＪインターナショナル
「オリエンタルスイーツ エアポート 大阪りんくう」は、オペレーション会社である株式会社ＨＭＪインター
ナショナル（本社：東京都渋谷区、代表取締役：アラン・ケー・タカハシ）が運営を行い、株式会社ホテルマ
ネージメントジャパンがマネジメント業務を担います。

株式会社ホテルマネージメントジャパン会社概要
株式会社ホテルマネージメントジャパンは、国内 20 ホテル、5,951 室のホテルを運営するホテル経営会社で
す。全国各地で「オリエンタル」、「ヒルトン」、「マリオット」、「ホリデイ・イン」など、国内外のブラ
ンドをはじめ東京ディズニーリゾート(R)・パートナーホテルなど多種多様なホテル経営を行っています。
※ グループホテル数：20 ／ グループホテル総客室数：5,951 室 ／ グループホテル総従業員数：約 2,600 名

※ 国内 20 ホテル
ヒルトン成田（千葉県成田市/ 548 室）、インターナショナルガーデンホテル成田（千葉県成田市/ 463 室）、
オリエンタルホテル 東京ベイ（千葉県浦安市/ 511 室）、ヒルトン東京お台場（東京都港区/453 室）、ホテル
オリエンタルエクスプレス 東京蒲田（東京都大田区/ 158 室）、ホテル オリエンタルエクスプレス 東京銀座
（東京都中央区/ 103 室）、オリエンタルホテル京都 ギャラリー*2019 年 9 月開業予定（京都府東山区/ 150
室）、オリエンタルホテル京都 六条*2019 年 11 月開業予定（京都府下京区/ 166 室）、ホテル日航奈良（奈良
県奈良市/ 330 室）、ホリデイ・イン大阪難波（大阪市中央区/ 314 室）、なんばオリエンタルホテル（大阪市
中央区/ 258 室）、ホテル オリエンタルエクスプレス 大阪心斎橋（大阪市中央区/ 124 室）、 オリエンタル
スイーツ エアポート 大阪りんくう*2019 年 12 月開業予定（大阪府泉佐野市/ 258 室）、神戸メリケンパーク
オリエンタルホテル（神戸市中央区/ 319 室）、シェラトングランドホテル広島（広島市東区/ 238 室）、オリ
エンタルホテル広島（広島市中区/ 227 室）、オリエンタルホテル福岡 博多ステーション（福岡市博多区/221
室）、沖縄ハーバービューホテル（沖縄県那覇市/ 352 室）、ホテル日航アリビラ（沖縄県読谷村/ 397 室）、
オキナワ マリオット リゾート ＆ スパ（沖縄県名護市/ 361 室）

http://www.hmjkk.co.jp/

【報道各位からの問い合わせ先】
オリエンタルスイーツ エアポート 大阪りんくう
開業準備室広報窓口：なんばオリエンタルホテル内
担当：榊原

美歩

E-MAIL：m.sakakibara@nambaorientalhotel.co.jp

TEL：06-6647-8111（平日10:00～18:00）

