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環境大臣認定
先進的な環境保全運動に取り組む
企業を、環境大臣が「エコ・ファースト
企業」に認定する制度



報告対象範囲
株式会社スーパーホテルの2018年度
版環境報告書を発刊いたします。
株式会社スーパーホテルの本社4部門
と店舗の取り組みを中心に報告して
います。環境パフォーマンスデータは、
2018年3月までにオープンした125店
舗を対象にしています。

対象期間
2017年度（2017年4月1日～2018年3月31日）
を基本に一部、直近の活動内容を含む。

参考にしたガイドライン
環境省「環境報告ガイドライン（2012年版）」

発行年月 2018年10月

お問い合わせ先
株式会社スーパーホテル　経営品質本部
TEL.06-6543-9000　FAX.06-6543-9008
ホームページ http://www.superhotel.co.jp/
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社会課題も含めたCSR活動へと成長しました。

2018年、「ロハス」の名を冠した私たちの環境活動が変わります。

1つは、ブランディングによって新たな企業像を構築する。
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経営も、CSR活動も、ネクストステージへ。

2018年、ドラスティックな変化を遂げるスーパーホテル。

なぜ今、変わろうとするのか。どこを目指して進むのか。

創業者であり、環境活動や地域創生をホテルビジネスに

取り入れてきた発案者でもある会長山本が語ります。

TOP Message
立ち止まらない。
今日を超えていく。
スーパーホテルは
進化を続ける。

株式会社スーパーホテル

会長 山本 梁介
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イノベーションを起こし続ける
スーパーホテルに完成形はない。

TOP Message

2018年、スーパーホテルの
ブランドが進化する

　私はこれまで自社のイメージを「21世
紀のラグジュアリー」という言葉で表現し
てきました。20世紀の価値観が豪華さや
贅沢さであるなら、環境破壊に警鐘が鳴
らされる21世紀は、持続可能な社会づく
りにつながるロハスやエコこそが真のラ
グジュアリーなのだと。2018年、この
「21世紀のラグジュアリー思想」を進化
させた新しいコンセプトワードが生まれ
ました。

　新コンセプトは「Natural , Organic , 
Smart」。スーパーホテルにおけるロハス
活動をもっとわかりやすく、さらに印象的
に発信するために着手したブランディン
グの一環として創出されました。長年のロ
ゴデザインを変え、新しいコンセプトを
掲げて、スーパーホテルはリ・スタートし
ます。このブランディングを機に、あらゆ
る取り組みを進化・深化させて次のステ
ージへ移行するのです。

IT化を進化させて
もっとスマートなホテルへ

　ネクストステージへの取り組みとして、
私が最も重要視しているのは「IT化の推
進」です。新コンセプトでも謳っている
「スマート」は、ITを通じた快適でシンプ
ルな仕組みを意味しています。ペーパーレ
スチェックインやノーチェックアウト、客
室へのタブレット導入などは既に導入し
ていますが、今後はAIを積極的に取り入
れることで、合理化と顧客満足を両立さ
せるスマートソリューションを実現してい

きます。
　ただし私がITを推進する大きな理由
は、人間しかできないことにヒューマンパ
ワーを注力するためです。お客様一人ひと
りへの臨機応変な声かけなど、きめ細や
かな対応はコンピューターにはできませ
ん。IT化と同時に「スーパーホテルのおも
てなし」をサービス業界の最先端へと進
化させていくことも、これからのミッショ
ンといえるでしょう。

暗黙知を形式知に変えて
おもてなしを進化させる

　「おもてなしの進化」を目指して新た
に取り組んでいることに「おもてなしの科
学化」があります。京都大学経営管理大
学院との共同研究で、サービス能力の高
い従業員が持つ“暗黙知”をマニュアルに
落とし込む試みです。暗黙知を形式知に
変え全店舗で共有することができれば、
おもてなしの進化につながっていくので
はないかと考えているわけです。
　また「サービスの見える化」への取り組
みとして、2018年に経済産業省が運用を
開始した「おもてなし規格認証」に応募。
最高位である「★★★（紫認証）」をスー
パーホテルLohas東京駅八重洲中央口店
が取得しました。ホテル業界では一店の
みの快挙で、私達のおもてなしが公的機
関に認められた証明として嬉しく受け止
めました。「おもてなし規格認証」は企業

でなく事業所ごとに付与されるので、おも
てなしの科学化によってサービスレベル
を向上させ、認証取得店舗をさらに増や
していきます。

地域活性化で日本を元気に、
グローバル化で世界企業へ

　さらに取り組みを進化させていきたい
ものとして、地域活性化やグローバル化
も外せません。地域活性化に関しては、
岐阜県の東白川村へのエコツアーや、島
根県江津市への出店など、これまでも地
方創生の一翼を担ってきました。そんな
貢献が認められ、経済産業省の「地域未
来牽引企業」にも選定されています。ホテ
ルビジネスで利益を上げながら地域を元
気にする…CSRではなくCSVを目指すの
がスーパーホテル流。だからこそ地元の
やる気も、従業員のモチベーションも高ま
るのだと思っています。
　グローバル化については、海外スタッ
フの起用を進めています。アテンダントや
クリーンスタッフに海外の人材を採用する
のは少子高齢化社会における最適なソリ
ューションといえるでしょう。日本でスー
パーホテルの理念を身につけた人材が、
母国で支配人を務めるなど運営に携わっ
てくれれば、海外展開戦略もスムーズに
描ける…人材と企業のグローバル化が一
挙に実現するのです。

進化していく企業に
不可欠なものとは

　スーパーホテルの第1号店を福岡市に
開業したのが1996年。22年の間に120
店舗を超え、ロハスというコンセプトを掲
げ、エコ･ファースト企業になり…私達は
常に進化してきました。2018年のブラン
ディングによって次のステージを迎えるに
あたっても、実は今までと根幹は何ら変わ
りません。
　それは「どこにもない新しいものを提案
すること」「当たり前のことを徹底するこ
と」そして「失敗を決して恐れないこと」。
これまでも、これからも「アイデア・一生
懸命・チャレンジ」によって、イノベーショ
ンを起こし続ける企業、それがスーパーホ
テルです。そこに完成形はありません。時
代と共に、どう進化していくのか私自身が
最も楽しみにしているのですから。
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「ロハス」をテーマに2001年から継続してきたスーパーホテルの様々な取り組みを
もっと広く色々なお客様に知っていただくために。

ビジネスホテルとして築き上げてきた従来のイメージやポジショニングを
今いちど見直し、一歩先を行くホテルづくりへの思想やベネフィットを伝えるために。
2018年、スーパーホテルは創業以来はじめてのブランディングを行っています。

長年親しまれたロゴデザインやコンセプトはもちろんホテル館内の内装やウェブサイト、
会社案内なども刷新して参ります。「Natural,Organic,Smart」を新しいコンセプトとして、

スーパーホテルは次のステージへ飛躍します。

「ロハス」をテーマに2001年から継続してきたスーパーホテルの様々な取り組みを
もっと広く色々なお客様に知っていただくために。

ビジネスホテルとして築き上げてきた従来のイメージやポジショニングを
今いちど見直し、一歩先を行くホテルづくりへの思想やベネフィットを伝えるために。
2018年、スーパーホテルは創業以来はじめてのブランディングを行っています。

長年親しまれたロゴデザインやコンセプトはもちろんホテル館内の内装やウェブサイト、
会社案内なども刷新して参ります。「Natural,Organic,Smart」を新しいコンセプトとして、

スーパーホテルは次のステージへ飛躍します。

私たちは、LOHAS -Lifestyles of Health and Sustainability- をホテル運営の基本コンセプトとし、

Natural, Organic, Smart なホテルを目指しています。

私たちは、LOHAS -Lifestyles of Health and Sustainability- をホテル運営の基本コンセプトとし、

Natural, Organic, Smart なホテルを目指しています。

2018年、スーパーホテルは
新たなブランドイメージで
リ・スタートします。

スーパーホテルのブランド名について

ホテルコンセプト

SUPER = 素晴らしい、極上の、すごい
SUPER = 上、超越

既成概念を超える、ホテルづくり
ビジネスホテルを超える、ホテルづくり

もっと心地よく、もっと健やかに。
そして、お客さまやスタッフ、地域や地球、みんなにもっとやさしく。

そんな本質を大切にしたホテルづくりをしていきたい。

私たちがたどり着いたのは、
健康でサステナブルなライフスタイルに出会えるホテルでした。

天然素材を使った心地よい室内、疲れを癒す天然温泉。
体の中から健やかになるオーガニック食材。

そして、気の利いたシンプルさと心からのおもてなし。

一歩先を行く、ホテルづくりをみんなで。
私たちは、もっともっとやさしくなれる。

自然を活用した室内環境や
天然温泉施設で、心地よいリ
ラックスと深い眠りへ。

地元の有機野菜をはじめと
したオーガニックの食やアメ
二ティで、からだの中からも
外からも健やかに。

地球と人を考えたシンプルな
仕組みと気の利いたおもて
なしで、快適なひとときを。

ホテルづくりへの想い

ヒノキの香りが疲れを癒します
フロントロビーや廊下などの共用部分
に岐阜県・東白川村産のヒノキのアロ
マディフューザーを設置。ナチュラルな
香りで館内を満たしています。

心身がリラックスする天然温泉
お湯の中に溶け込んだ成分が疲労回
復や美肌などの効果に…。本物の温泉
ならではの心地良さをご提供するた
め、天然温泉の導入を進めています。

「健康イオン水」を客室に
健康維持やリラクゼーション効果が実
証された高エネルギーな「MICA加工」
の水。飲用にも浴用にも使える「健康イ
オン水」として、客室に導入しています。

高濃度人工炭酸泉の導入も
二酸化炭素が溶け込んだ「炭酸泉」は、
体を包む小さな気泡が心地よく、血行
を促進する上に弱酸性の効果でお肌や
髪も美しくしてくれます。

オーガニックにこだわった
アメニティをご用意
女性のお客様にはオリジナルオーガニッ
クアメニティの「AROMA ROSA（アロ
マローザ）」をご提供。肌に触れるものだ
から、アメニティにもこだわっています。

自然素材を取り入れた館内や客室
スカンディアモス、珪藻土、アースウォールなど、フロ
ントロビーや客室の内装に様々な自然素材を取り入
れ、環境に配慮したナチュラルな空間演出をしてい
ます。

Natural

Organic

高品質なおもてなしを実現
高品質な接遇モデルをマニュアル化するための試み
「おもてなしの科学化」など、おもてなしクオリティをさ
らに進化させる新たな挑戦に取り組んでいます。

ペーパーレスで
スマートチェックイン
タブレット端末を利用したぺーぺーレ
スなチェックインシステムによって、無
駄な紙の使用を抑え、スピーディな
チェックインでお客様の待ち時間を短
縮します。

客室のタブレットで
スマートソリューション
客室にタブレットを備え、空調や照
明、テレビやアラームまで全てを操作
できるシステムに。IoTの導入で無駄
なエネルギーやマンパワーを抑えてい
ます。

Smar t

有機JAS認定野菜を使った
おいしく健康的な朝食
1日を元気にスタートしていただき
たい。その思いから健康朝食をご
提供。野菜ソムリエがセレクトした
有機JAS認定野菜のサラダなどオー
ガニックでヘルシーな朝食です。

※一部店舗のみで実施している取り組みも含まれます。
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NEXT Solution

地球の温暖化対策

世界が抱える課題を解決するため、国連で採択された
「持続可能な開発目標（SDGｓ）」。ここに謳われる17の
目標から、スーパーホテルが実現を志す重点課題と重な
るものを選び、行動指針として掲げていきます。

世界が抱える課題を解決するため、国連で採択された
「持続可能な開発目標（SDGｓ）」。ここに謳われる17の
目標から、スーパーホテルが実現を志す重点課題と重な
るものを選び、行動指針として掲げていきます。

世界の目標を行動指針に
自社の課題を解決する

2015年9月、ニューヨーク国連本部にて「我々の世界を変革する：持続可能な
開発のための2030年アジェンダ」が採択されました。このアジェンダは人間、
地球および繁栄のための行動計画として17の目標と169のターゲットからなる
「持続可能な開発目標（SDGｓ）」を掲げました。世界が直面する様々な課題を
明確にし、解決に取り組むための道しるべとなるのがSDGｓです。

持続可能な開発のための2030アジェンダ

目標 7 ［エネルギー］

業界の環境推進企業として、2011年に環境大臣より「エコ・ファースト
企業」に認定されたスーパーホテル。ホテル運営に伴う廃棄物やＣＯ2
排出に向き合い、環境活動を続けてきました。これからも脱炭素社会の
実現に向け、エネルギー削減に取り組むことを重点課題とします。

すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な近代的なエネルギーへの
アクセスを確保する。

目標13 ［気候変動］
気候変動及びその影響を軽減するための 緊急対策を講じる。

目標 5 ［ジェンダー］ 
ジェンダー平等を達成し、すべての女性及び女児の能力強化を行う。

目標 8 ［経済成長と雇用］
包摂的かつ持続可能な経済成長及びすべての人々の完全かつ生産的な雇
用と働きがいのある 人間らしい雇用(ディーセント・ワーク)を促進する。

目標 9 ［インフラ、産業化、イノベーション］
強靱（レジリエント）なインフラ構築、包摂的かつ持続可能な産業化の促進
及びイノベーションの推進を図る。

目標11 ［持続可能な都市］
包摂的で安全かつ強靱(レジリエント）で持続可能な都市及び人間居住を
実現する。

目標17 ［実施手段］
持続可能な開発のための実施手段を強化し、 グローバル・パートナーシップ
を活性化する。

NEXT Communication

地域の活性化対策
全国に131店舗を展開するスーパーホテルは、その地域を訪れるお客
様を元気にすることで地域を活性化できればと考えます。また「地産地
消」の実践やメガソーラー事業の展開などで、地域そのものの活力をア
ップ。ホテル業で日本を応援することを重点課題とします。

NEXT Generation

従業員の成長対策
お客様が幸せを感じるサービスは、スタッフ自身が幸せに働くことから
生まれます。スーパーホテルは福利厚生の充実はもちろん、やりがいに
満ちて生き生きと働くことが出来、人生のキャリアパスをきちんと描ける
職場環境をサポート。成長する喜びを味わえることを重点課題とします。

1

2

3

NEXT STAGE スーパーホテルの重点課題とSDGｓのつながり
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地球の温暖化対策への取り組み

店舗が増え、お客様が増えることで増加するＣＯ2やエネルギー消費量に
どのように取り組み、オフセットするのか。
「環境保全と経営の調和」というミッションに向き合うことが、私たちの課題です。

持続可能な地球のために私たちが目標とすること

水俣市が独自に制定した旅館・ホテル向けの
環境ISO取得をきっかけに環境配慮活動をス
タート。環境への取り組みを経営の重要課題
に位置づけ、全国の店舗で環境ISOを推進。

環境配慮活動をスタート

日本初の「環境モデル
都市づくり宣言」を行っ
た水俣市から、スーパ
ーホテルのエコ活動が
始動。

水俣市環境 ISO
認定書

2001

ごみ・電力・水など資源エネルギーを有効活
用し、環境への負荷を減らすための様々な取
り組みを開始。

様々な省資源対策の強化
2003

連泊時の清掃不要のお申し出、マイ箸や歯ブ
ラシのご持参など、お客様と協働の環境活動
に着手。

「エコひいき活動」をスタート
2008

環境省の「環境報告ガ
イドライン」に基づき、
環境負荷の低減に向け
た取り組みの状況を取
りまとめ、環境報告書を
初めて作成。

初の環境報告書を作成

スーパーホテル初のLohas仕様ホテルが
JR奈良駅前にオープン。

Lohasシリーズ1号店
スーパーホテルLohas JR奈良駅開業

2009

京都議定書で定められた国連認証の発電事
業に出資。 環境省「平成22年度 カーボン・
オフセットモデル事業」に選ばれる。

「ECO泊」によるカーボン・オフセット開始

2010

エコ・ファースト企業に認定

2011 カーボン・オフセット認
証委員会への申請にお
いて、１室当たりの排出
量に対する相殺量を、
創設当初の25％から
50％に引き上げ。

「ECO泊」による
カーボン・オフセット割合を50％に

「健康＋環境」のコンセ
プトを極めた21世紀の
ラグジュアリーホテル
が東京駅前にオープン。

Lohas東京駅 
八重洲中央口が
オープン

環境対策をホームページからも発信するため、
Lohasサイトをリニューアル。「泊まって、感じ
て。Lohasな宿泊体験」をテーマに「環境への
こだわり＝お客様の快適」をメッセージする
コンテンツを制作。

「ECO泊」によるカーボン・オフセット
相殺量を50%から100％へ
《Lohasサイトをリニューアル》

2012

2013

商業の中心地である大阪・本町に、関西で2店
舗目となるＬohas仕様のホテルがオープン。

Lohas 地下鉄四つ橋線・
本町 24号口がオープン

脱炭素社会の実現に向けて、優れたカーボ
ン・オフセットの取り組みを行う団体を表彰
するカーボン・オフセット大賞にて「環境大臣
賞」を受賞。

「第６回 カーボン・オフセット大賞
 環境大臣賞」を受賞

2014

2016

2016

ホテル業界初の環境
大臣認定「エコ・ファー
スト企業」に選ばれる。

環
境
活
動
の
軌
跡　

２
０
０
１ 
↓ 

２
０
１
６
年

環
境
活
動
の
軌
跡　

２
０
０
１ 
↓ 

２
０
１
６
年

NEXT

NEXT Solution
 次の課題へ
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健やかな地球のために。持続可能な社会のために。
私たちがこれまで実践してきたこと
健やかな地球のために。持続可能な社会のために。
私たちがこれまで実践してきたこと

地球の温暖化への取り組み2017年の取り組み
NEXT Solution  

例えば天井は消臭や調湿効果のある天然の珪藻土を塗布し、壁紙には珪藻土を漉
き込んだアースウォール。さらに照明は消費電力が低く寿命の長いＬＥＤ蛍光灯を使
い、蛇口をひねれば体が喜ぶ「健康イオン水」が出てくる…。スーパーホテルの館内や
客室は、地球にも人にも優しい工夫がたくさん。「自然素材のパワーと癒しを感じる」
という声を、多くのお客様からいただいています。

地球にも、人にも優しい設計の工夫や新素材
ナチュラルな客室でぐっすりと

「自社が排出するCO2に責任を持つ」という発想からスタートし
たスーパーホテル独自の取り組みが「ECO泊」。ウェブサイトから予
約をいただいたお客様を対象に、宿泊時に発生するCO2排出量の
100％を、お客様に代わってカーボン・オフセット※する仕組みです。

CO2（カーボン）の削減につながる
「ECO泊」は地球が喜ぶ宿泊スタイル

ベッドリネンの洗濯に使う水は、1室あたり約7ℓ以上。そこでスー
パーホテルが始めたのが「エコひいき」活動です。チェックインの際に
「翌日の清掃不要」のお申し出をいただいた連泊のお客様にはミネラル
ウォーターを1本プレゼント。また歯ブラシを未使用で返納されたり、
マイ箸をご持参された方には、ささやかなお菓子を用意しています。

「エコひいき」はお客様と一緒に
実施している環境活動

空調や照明の調整からテレビのリモコン操作、目覚ましアラーム
まで…あらゆるルームオペレーションを可能にするタブレットを一
部ホテルの客室に備えています。もちろん多言語対応で、大浴場やラ
ンドリーの混雑具合もチェック可能。IoTの活用によってマンパワー
を有効に使い、無駄なエネルギー使用を抑えると同時に、さらなる
便利や快適につなげるスマートソリューションを実現しています。

IoTの導入で実現したスマートで
エコなホテルソリューション

スーパーホテルでは毎年、新卒1年目の社員がプランニングから
当日運営までを担当しています。エコプロへの参加を通し、自社のロ
ハスをより深く理解してもらうのが狙いです。2017年のコンセプト
は「宿泊体験」。ホテルの内装をイメージしたブースで、来場者は
チェックインから宿泊、朝食、チェックアウト…という一連のサービ
スを疑似体験。「ここまで環境にこだわったホテルだったのか」「ぜひ
本当に泊まりたい」と大好評でした。

「宿泊体験」がテーマのブースが大好評
新入社員を中心に「エコプロ2017」に参加

北欧ノルウェーの北極圏に生息するトナカイが
食べている苔「トナカイコケ」を休眠状態にしたイ
ンテリアグリーン、スカンディア・モス。マイナスイ
オンを発生させ、湿度調整や空気清浄、消臭、脱
臭、吸音などの効果がある「生きた苔」を、一部ホ
テルのロビーやラウンジに使用しています。

SCANDIA MOSS 

水を加圧して特殊な鉱石と接触させると、分子運
動が活発化したエネルギーの高い水になります。こ
の技術を「MICA加工」といい、健康維持やリラク
ゼーション効果が実証されています。スーパーホテ
ルでは「健康イオン水」としてMICA加工された水を
飲用だけでなくバスルームにも供給しています。

健康イオン水分別式ごみ箱
業界内でいち早く客
室に2種類のごみ箱を
用意しています。

個別式エアコン
エアコンは客室ごとに
管理できる個別式を
採用しています。

LED照明
インバーター型蛍光
灯と共にLED照明の
導入を進めています。

混合水栓
温度設定がしやすく
無駄な水の使用を抑
える効果があります。

満水ライン
節水へご協力いただ
くため、バスタブに満
水ラインを示すシー
ルを貼っています。

アースウォール（壁）
珪藻土を漉き込んだ
壁紙材。調湿性や吸着
性に優れ、爽やかな空
気感が広がります。

リサイクルカーペット
従来品を大きく上回る
再生材比率を達成し
た商品を、順次採用し
ています。

珪藻土（天井）
天然の岩石、珪藻土は
消臭・調湿効果があり
ます。

2017年度
実績

1,856,538泊がECO泊に該当
10,254tのCO2をオフセットできました。 2017年度

実績
歯ブラシのご返納

343,585件
清掃不要のお申し出
505,066件※カーボン・オフセットとは、CO2の排出量を抑え、その分を自然エネルギー事業や森林

整備（森林によるCO2吸収）として役立て、CO2をオフセット（相殺）することを言います。
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業界の環境推進企業として走り続ける
私たちがこれから、向き合っていくこと
業界の環境推進企業として走り続ける
私たちがこれから、向き合っていくこと

地球の温暖化への取り組み

エネルギー消費 0ホテルの展開
サプライチェーン排出量の
算出を目標に

これからの取り組み

NEXT STAGE 
次の課題に向けて

NEXT Solution  

2014年、「ECO泊」によるカーボン・オフセット相殺量が100％に
なり、2016年には「第6回カーボン・オフセット大賞環境大臣賞」を受
賞したスーパーホテル。エコ・ファースト企業として、自社の活動をさら
なる環境保全に結実させるため、今後は全宿泊をカーボン・オフセット

付きにすることを目標にしています。
また電力･エネルギーや資源消費の

節約、リサイクルへの取り組みなど事
業活動に伴うCO2排出量をこれまで
以上に削減することを目指します。

将来的に全宿泊をカーボン・オフセット付きとし
事業活動におけるCO2排出量も大幅削減へ

ひとりのスタッフから始まった
「eco検定®」受験を全員合格へ

朝食の生ゴミを再利用する資源循環を
全ての店舗で実現へ

複雑・多様化する環境問題について説得力のあるプレゼンテーショ
ン力を身につけるため、スーパーホテルでは「eco検定®（環境社会検
定試験）」の受験を奨励しています。2018年度9月現在で180名の社
員が合格。合格者の名刺には「エコピープル」を証明する認定マークが
記載されています。もともとは、ひとりの現場スタッフが「環境の知識
をもっと増やしてお客様に伝えたい」と考えたことから始まった「eco
検定®」受験が、今では全社的な取り組みに成長。最終的には全社員
の合格を目標に、検定受験をサポートしていきます。

スーパーホテルLohas武蔵小杉駅前で取り組んでいる「バイオ生ゴ
ミ処理機による資源循環」。朝食時に出る生ゴミを、敷地内で堆肥化
して再利用する試みです。これにより生ゴミを85％以上分解消滅させ
ることができます。現在、敷地内の植え込みに散布し、土壌改良や緑

化促進に役立てるほか余剰分を近隣の学
校・保育施設に配付して地域貢献に努め
ています。
スーパーホテルではこのような資源循

環への取り組みを、より多くの店舗へ普及
させ、全体のゴミ削減に努めていきます。

一部店舗でスタートした取り組みを全店舗に展開し、同時に
新たなアイデアやチャレンジにもトライする。ホテル業界を
牽引するエコ・ファースト企業として、私たちは常に環境の
フロントランナーでありたいのです。

原料調達から製造、物流、販売、廃棄まで…
ホテル業だけでなく、サプライチェーン全体に
おけるCO2排出量を算定することで、優先的
に削減すべき排出源を特定できます。他事業
者と連携して、共同で削減策に取り組むこと
にチャレンジします。

「自社が排出するCO2に責任を持つ」という基
本方針に基づき、現状のカーボンオフセット
付き宿泊である「エコ泊」以外の宿泊にもカー
ボン・オフセットを導入し、全ての客室におい
て100％のオフセット率を実現できるよう努め
ます。

1
地
球
の
温
暖
化
へ
の
取
り
組
み

NEXT
STAGE
2030
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2030年、私たちの描く世界とは。

【 SDGsゲーム 】誌上レポート

2018年6月22日、スーパーホテル本社の会議室にて「SDGsゲーム」を開催しました。
今年度のレポートにおけるメインテーマでもあるSDGsを理解し、体感するためのワークショップです。
参加者は従業員を中心に約20名。非常に楽しく、実り多かったゲームの様子をレポートします。

従業員によるSDGsゲームの開催で17のゴールを体感する

前半は自分のことしか考えませ
んでしたが、後半は皆のために
行動するように。「知る」ことの
大切さを実感しました。

総務部（2018年度新卒）
出井  丈暁

SDGsという言葉を今日はじめて
知りましたが勉強になりました。
経済、環境、社会という多方面か
らモノを見ることを学びました。

建設企画部
泉尾  賢司

このゲームによって､環境への危
機感や意識がますます高まりま
した。ここで学んだことを仕事に
活かしていきたいと思います。

取締役  副社長
山本  晃嘉

カードを持って事務局コーナーへ。プロジェクトを申請してお金や時間を払ったり受け取る。 4つのテーブルごとにゲームを展開。隣のテーブルとは交流しながら世界を創造していく。

「このゲームを機に、環境や社会について勉強する機会をもっと作りたい」と会長山本。 ゲームは全体で約1時間。「前半→振り返り→後半→振り返り」を15分ずつ展開していく。

ゲームを終えて…

世界の未来を想像して創造する。
そんなカードゲーム

　2015年の国連サミットで採択された持続
可能な社会のための開発目標、SDGs。17
の大きな目標と､具体的な169のターゲット
で構成されており、2030年をゴールに設定
しています。「SDGsゲーム」は楽しみなが
らSDGsにおける2030年の世界を体験する
カードゲーム。「なぜ世界にSDGsが必要な
のか」を理解することができるワークショッ
プです。
　この日の進行を務めるのは､一般社団法
人ソーシャルギルド代表の山本佳史氏。多
くの企業や学校などでSDGsゲームを開催
する認定エバンジェリストです。参加したの
はスーパーホテル会長の山本、従業員、外
部オブザーバー等の総勢約20名。最初に
山本氏による自己紹介、SDGsやゲームにつ
いての説明があり、プレイが始まります。

ゴールに向かってプロジェクト
を実行する､シンプルなゲーム

　SDGsゲームのルールはとてもシンプル。
まずメンバー全員に与えられるのは「お金」
と「時間」。そして様々な社会プロジェクト
が書かれたカードが配付されます。プロジェ
クトの内容は、例えば「交通インフラの整
備」「野生動物の保護」「教育の無償化」な
ど…。メンバーは必要なお金と時間を使っ
て、プロジェクトを実行していきます。

　ただしプロジェクトにはそれぞれ、世界に
与える影響が決まっています。例えば「イン
フラ整備」は経済的にはプラスですが、環
境にはマイナス。自分がプロジェクトを実行
するごとに、正面のホワイトボードに書かれ
た「経済」「環境」「社会」の項目が増えた
り減ったり。世界に与える影響がひと目で
わかる仕組みです。

前半の行動タイムがスタート。
実行プロジェクトを選んでいく

　ゲームは前半と後半に分かれ、それぞれ
に振り返りタイムがあります。前半スタート
のかけ声と共にメンバーが次々と自分のカ
ードを持って「事務局」と名付けられたコー
ナーへ。ここでプロジェクトが実行認定さ
れれば、ホワイトボードの「世界の状況メー
ター」に反映されていきます。
　このゲームのユニークな点が、プレイヤー
同士で自由な交渉や譲渡ができること。
「時間を売って下さい」「プロジェクトを交
換して」「お金を譲って」など、何でもあり。
しかしさすがに前半は、誰もが自分のこと

に精一杯のようで、周囲とコミュニケーショ
ンする余裕はなさそうでした。

中間発表で衝撃の結果が…
大きな気づきがそこにあった

　あっという間に前半終了、振り返りの時
間になりました。今回はメンバーを2つのグ
ループに分け、お互いの世界が交わらない
ように進行。それぞれの「世界の状況メー
ター」が、どのようになっているかを見比べ
ます。
　結果は、一目瞭然。どちらも「経済」が突
出しており、「環境」「社会」には全く考慮さ
れていない世界が創出されていました。
「こ、これは…」メンバーは絶句。目の前の

プロジェクト消化に気を取られていると、世
界のバランスが偏ってしまうことをバーチャ
ルながら実感できたのでした。

行動タイムの後半では
動き方がガラリと変わった

　後半になると、会場全体の雰囲気にあき
らかな変化が現れました。メンバー同士が
積極的に意見交換をするようになり、ゲー
ムに活気が生まれたのです。「私はお金が
余っているので、時間と交換しませんか？」
「また“環境”が減ってる！誰か環境系のプ
ロジェクトを実行して！」「“社会”も増やし
たいですよね」などなど…黙 と々自分自身の
プロジェクトに取り組んでいた前半とは大
きく違い、皆が目標に向かって1つになって
いったのです。
　すると驚いたことに、最終的に両グルー
プのホワイトボードに描き出されていたのは
「経済」「環境」「社会」のバランスが見事
に取れた､調和した世界。SDGsが見事に達
成されていたのです。　

理想の世界を創造するための
ヒントがゲームの中にあった

　後半の振り返りタイムでは、誰もが興奮し
た面持ちで感想を語り合いました。「お金
のためだけにプロジェクトを実行すると社
会を乱してしまうことを実感しました」「最
初は皆が損得勘定だけで動いていたけれ
ど、後半から社会のことを考える人が増え
てきて安心しました」といった意見もあり、
学ぶことや発見が多かったようです。
　最後にファシリテーターの山本氏からの
感想とメッセージでゲームが終了。「前半か
ら後半への変化が、素晴らしかったですね。
分かち合いのスピードが非常に速く、チーム
ワークの取れている会社だと思いました」と
いう嬉しい言葉をいただきました。

LOHAS REPORT 2018   1817   LOHAS REPORT 2018



DATA
環境理念

株式会社スーパーホテルは、地球環境の保全が人類共通の最重要課題の一つと認識し「常に安全・清潔・ぐっすり眠れるスペースを創造し、
世界的レベルでの質の高いサービスを提供する」との経営理念及び上記環境理念に基づき、地球にやさしく環境を大切にして豊かな自然と
快適な環境を次世代に継承していくための活動を行っています。

環境
マネジメント

21世紀の地球環境保全の為に、地球にやさしく環境を大切にする企業を目指します。

地球環境の保全に配慮した経営を実現するため、環境経営
推進体制を敷いています。環境管理責任者のもと、環境目標
の達成状況の確認や環境情報の共有化などを行っています。
また、年1回の内部環境監査と外部認証機関による監査を
実施。内部環境監査では、社内で監査チームを編成して定
期的にチェックを行っています。

スーパーホテルは、2020年度のCO2総排出量を2009年度比で46.7％削減する「エコ・ファーストの約束」を公表しています。2017
年度は、店舗の増加により客室数が大幅に増加したためCO2総排出量は増加したものの、1室あたりの排出量は8.8％削減できまし
た。今後も、エコ・ファースト認定企業として環境経営を推し進め、責任を果たしていきます。

1

2
3
4

5

6

ホテル及び事務所内での事業活動が環境に与える
影響を考慮し、技術的・経済的に可能な範囲、また、
お客様にご理解いただける範囲で、以下の環境活動
に取り組み、環境汚染の予防に努めます。

本社の管理業務を通じて、ホテルにおける環境負荷
低減の取り組みを積極的に支援・指導します。

環境関連の法律、条令、及びその他の要求事項を遵
守し、積極的に環境保全に取り組みます。

全従業員の環境保全活動に関する知識・意識の高揚
を図るために、環境教育を実施し、協力会社及び納
入業者等への理解と協力を要請することはもとより、
お客様に対する広報活動を積極的に推進します。

環境マネジメントシステムを構築し、本環境方針に
沿って、環境目的・環境目標を具体的に設定し、運用・
評価・見直しを実施して、環境マネジメントシステム
の継続的な改善に努め、環境保全活動を推進します。

環境方針は、全従業員へ周知すると共に、社外に
ホームページ等で開示します。

2004年7月1日

①水道使用量の削減  ②電気使用量の削減
③再生紙使用の推進  ④紙使用量の削減　
⑤ごみ発生量の削減

2017年目標
CO2排出量 

11 ,988
t-CO2

● ECO泊カーボン・オフセット100％
● LED照明の導入
● 珪藻土やアースウォールの導入

● 混合水栓シャワーの設置
● 一部店舗にて客室照明の人感センサーを導入
● 一部店舗にて客室照明の調光システムを採用　など

※数値は「温室効果ガス排出量算定・報告マニュアルVer.3.2」「カーボン・オフセットの対象活動から生じる温室効果ガス排出量の算定方法ガイドラインVer.1.1」を参照

※CO2排出量ならびにカーボン・オフセット、環境負荷低減活動の年度ごとの目標削減率は2009年を基準に算出しています。

環境方針 環境マネジメント推進体制 脱炭素社会の実現に向けたCO2排出量の削減目標

経営層

環境管理責任者

マネジメントレビュー

内部監査チーム 事務局

2009年基準年

2017年実績

2018年

21,275 t-CO2

CO2 排出量 

13,962 t-CO2

CO2 排出量 

環境負荷低減活動実績

7.9%増加
カーボン・オフセット実績

42.3%削減

実績

34.4%
削減

2009年比

2018年目標

11,765 t-CO2

CO2 排出量 

環境負荷低減活動目標

1 %削減
カーボン・オフセット目標

43.7%削減

目標

44.7%
削減

2009年比

2020年目標

11,350 t-CO2

CO2 排出量 

環境負荷低減活動目標

1 %削減
カーボン・オフセット目標

45.7%削減

目標

46.7%
削減

2009年比

● LED照明のさらなる設置推進
● LOHAS型店舗の全宿泊を
　カーボン・オフセット対象に
● 節約活動のさらなる取り組み
● IoTシステムの導入　など

2017年
ISO14001の取り組みを徹底させると共に、「ECO泊」や「エコひいき」活動等による
当社独自の環境負荷低減活動を推進します。

1室あたりは8.8％の
削減となりました

2017年度は客室数が
増加したためCO2総排出量は

目標に対して約14.1％増加しましたが
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環境負荷への取り組み
環境負荷
の全体像

　スーパーホテルでは、ホテルサービスを提供する際に発生する環境負荷の全体像を把握するため、資源やエネルギーの投入量（インプット）、

CO2や廃棄物の排出量（アウトプット）を数値化し、毎年少しずつでも削減できるよう努力を重ねています。

　具体的には、本社や各店舗で従業員一人ひとりが節水・節電・紙使用の削減を意識して実践するとともに、「ECO泊」や「エコひいき」など

お客様と一緒に進めるエコ活動を展開しています。

水資源の有効利用

2017年度の水道使用量は、宿泊者1室あた
り約0.32㎥メートルで、前年度から増減なし
の結果でした。今後も引き続き、水使用量の
抑制に努めていきます。

省エネルギーの推進

2017年度の電気使用量は、宿泊者1室あた
り約8.7kWhで、2016年度から微増となり
ました。引き続き、ホテル共用部や塔屋看板
のLED化を順次進める予定です。また、一部
店舗で客室照明の人感センサーや調光シス
テムを採用し、電気消費の抑制に努めてい
ます。

エネルギー投入量

38,145kWh
千

電力

3,746 m3
千

ガス

1,452 m3
千

水

水資源投入量

物質投入量

10,555千
枚コピー用紙

カーボン・オフセット量、歯ブラシ
のご返納数、マイ箸のご提示、清掃
不要のお申し出数は増加しました。

3,614,400本歯ブラシ

1.7%
増加

前年度比

廃棄物排出量

498,080個トイレットペーパー

2.6%
減少

前年度比

●宿泊者1室当たりの水道使用量
単位：（㎥）

2010 2018 （年度）

0.40 0.32

バスルームの混合水栓と
節水型シャワーヘッド。

単位：（kWh）
●宿泊者1室当たりの電力使用量

2010 2018

10.9 8.7

（年度）

店舗数の増加とそれに伴う宿泊数の増加により、昨年度と比べ、エネルギー投入量および水資源投入量は増加しましたが、
いずれも5％未満の増加に留めることができました。その結果、客室1室あたりでは電気・ガス・水道使用量が減少しています。

本社・店舗

I N P U T

全宿泊数

4,384,504泊

O U T P U T

10,254 tカーボン・
オフセット

343,585本
歯ブラシの
ご返納

1,934件

511,500個
マイ箸の
提示

505,066件
清掃不要の
お申し出

カーボン・オフセット後の温室効果ガス排出量

13,962
t-CO2

前年度比約6.4％の減少と
なりました。また、1室あた
りのカーボン・オフセット
量も8.8％減少しています。

昨年度の廃棄物排出量の数値に
誤りがありました。
正しくは、本年度記載の上記数値となります。

8.8%
減少

前年度比
１室当たり

カーボン・オフセット

前年度排出量

3,552,600本
前年度排出量

Environmental Load
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地球の温暖化への取り組みエコ・ファースト企業として
NEXT Solution  

業界内でも特に先進的な環境保全運動に取り組む企業を、環境大臣が「エ
コ・ファースト企業」に認定する制度。「企業が、環境大臣に対し、地球温暖化対
策、廃棄物・リサイクル対策など、自らの環境保全に関する取組みを約束する」
「その企業が、環境の分野において“先進的、独自的でかつ業界をリードする事業
活動”を行っている企業（業界における環境先進企業）であることを、環境大臣が
認定する」という前提条件のもとに認定します。従ってエコ･ファースト企業に認定
されるのは業界で一企業。業界における環境保全の推進企業として認められた
証です。認定を受けた企業はエコ・ファースト・マークを使用することができます。

エコ・ファースト制度とは

株式会社スーパーホテルは、出張目的のビジネスパーソンを中心とした宿泊特
化型のビジネスホテル運営企業としての社会的責任をふまえ、法令遵守を徹底す
ると共に「21世紀の地球環境保全のために環境を大切にする企業を目指す」との
環境理念に基づき、持続可能な脱炭素社会を次世代に継承していきます。その
ための目標として「事業活動におけるCO2排出量を削減する」「循環型社会の構築
や生物多様性の推進に協力する」「社員の環境意識の向上に努め、社会貢献活動
を推進する」という3つの約束を掲げ、具体的な施策を実現していきます。

私たちの役割

3つの約束 進捗状況

●LED照明・省エネエアコン・ペア樹脂サッシ・太陽光発電等の導入による店舗の省エネ
設計の推進や、サーバーの一元化といったグリーンITの導入により、消費電力の削減に
取り組みます。

●節水型シャワーヘッド、節水コマの導入や雨水、湧水の再利用等により水の使用量の削
減に取り組みます。

●ペーパーレスチェックインシステムを2020年までに全店導入し、紙の消費の削減に取
り組みます。
●エアコンの設定温度の表示や、清掃時の客室照明の消灯といったIS014001の運用に
伴う環境負荷低減活動に取り組みます。

●自社ホームページにおいて販売しているカーボン・オフセット付きの宿泊プラン（通称
『ECO泊』）では、1泊当たりのCO2排出量の100％をオフセットすることにより、エコ出
張、エコ旅行を推進します。

●『エコひいき』と称する連泊されるお客様を対象とした、客室の清掃を行わない活動を
一層推進し、2020年度末までにその割合を30%にすることを目標にし、省資源化に努
めます（2014年度実績26.5％を2018年度に28％、2020年度に30％目標）。
　また、「ECO泊」「エコひいき」を普及啓発する為に、ご案内マニュアルの作成・研修を行
い、お客様へのご案内を行います。

●朝食に各地域の環境配慮農産物（有機農業、特別栽培などで作られた野菜、米）を導入し
ます。
●食品残渣の堆肥化や資源の再生利用（リサイクル）などに取引先と協力し取り組みます
（2018年度までに30店舗2020年度までに全店導入）。
●新店・改装店の共用部や客室備品に国産材を積極的に使用します。
●ホテル敷地内の植栽には地域在来の樹木を植えたり、屋上緑化・壁面緑化・内装材等への
国産材活用などを通じ、生物多様性に配盧します。

●エコ検定取得の推進や農山村で行う社員研修を通じた社員の環境教育を始め、宿泊され
るお客様や取引会社との対話、環境イベントへの出展等を通じ、エコ出張やエコ旅行に関
する普及啓発に努めます。
●ECO泊のカーボン・オフセットの信頼性を確保するため、カーボン・オフセット認証（注）を毎年
取得します。

●FUN TO SHAREやCOOL CHOICEの活動をホテル内やホームページ等に告知して、家
庭や会社でできる環境負荷低減活動を啓発します。

●お客様一人ひとりにホテルフロントにて対面で『ECO泊』『エコひいき』の案内を積極的に
実施して、啓発活動を推進します。

（注）カーボン・オフセット認証:平成21年4月に設立された制度で、環境省が策定した認証基準に基づき、第三者認証機関（気候変動対策
認証センター）から認証されたもの。

●有機JAS認定野菜使用のサラダ、特別栽培
米、有機大豆を使ったオリジナル醤油・納豆
や、有機トマトが原料のケチャップ等、環境配
慮農産物を使用した食品を、2012年度より
全店舗にて提供を開始しております。

●2012年に名古屋店で食品リサイクルループ
を実施し、再利用事業に認定されました。
2017年度までに首都圏中心に14店舗で食
品リサイクルを実施しております。

●Lohas武蔵小杉駅前店にてコンポストを導入

株式会社スーパーホテルは、取り組みの進捗状況を
確認し、その結果について環境報告書等を通じて定
期的に公表するとともに、環境省へ報告いたします。

2 循環型社会の構築や生物多様性の推進に協力します。

3 社員の環境意識の向上に努め、社会貢献活動を推進します。

環境保全に対する取り組みを実践し
3つの約束の実現に力を尽くします
環境保全に対する取り組みを実践し
3つの約束の実現に力を尽くします

LOHAS REPORT 2018   2423   LOHAS REPORT 2018

スーパーホテル  3つの約束 進捗状況

●店舗の省エネ化は着実に実行しております。
　2012年以降開業の新店舗はLED照明・省エ
ネエアコンを基本仕様としており、リニューア
ル店舗に関しても順次入れ替え中です。
●2014年に1泊当たりのオフセット量を100％
に引き上げ、2017年度も継続して活動を行い
ました。
●『エコひいき』に2017年度は清掃不要のお
申し出に505,066件(人)のご協力をいただ
きました。これは、ご連泊の30.26％にあた
り目標達成いたしました。

●社員研修プログラムとして「岐阜県東白川村エ
コツアー」を毎年1泊2日で実施しております。
森林管理に関する講話のほか、伐採現場や木
工所などの見学、お茶の火入れ体験、地域課題
解決のためのワークショップなど、体験型プロ
グラムを多く採用し、社会貢献や環境保護の大
切さを学んでおります。また、この活動が評価
され第12回日本パートナーシップ大賞のグラ
ンプリをいただきました。
●自社ホームページからの宿泊「ECO泊」におけ
る宿泊において発生したCO2排出量をカーボ
ン・オフセットし、カーボン・オフセット認証も
取得致しました。

1 事業活動におけるCO2排出量を削減します。



2010その土地の伝統野菜や、おいしいお米などを
朝食に取り入れる…地元の生産者とお客様を
つなぐ「地産地消」の試みがスタートしました。
最初は大阪・地下鉄谷町四丁目6号口店で、な
にわ伝統野菜の「大阪しろな」を提供するとい
う、小さな取り組みでした。現在は全国の店舗
に広がり、バラエティ豊かな地産地消メニュー
が生まれています。

産地と連携したおいしいお米にこだわり、仕入
れる取り組みをスタート。2012年は関西を中
心にした店舖で、石川県小松市の特別栽培米
を導入することを決定。農薬使用量が従来の
半分以下という「エコ農業認定農地」の生産者
と契約を結びました。

地産地消への取り組みがスタート

ビタミンやミネラルが豊富で、希少価値の高
い有機JAS認定野菜のサラダを朝食で提供。
その日の内容や生産地情報を開示するボード
も各店舗に配置しています。

有機 JAS 認定野菜の導入
2012

減農薬のお米にもこだわって提供

三重県伊賀市市川に巨大太陽光パネルを設
置しました。年間約200万kWの発電量は、
2012年に始まった再生可能エネルギーの固
定価格買取制度によリ電力会社に売電。利益
の一部を伊賀市へ還元することによリ、地域
活性化のサポートにも役立てています。

メガソーラー事業をスタート

2012

2013

岐阜県東白川村と連携した
自然保護への取り組み2013

人口減少と高齢化が進む島根県江津市にもっ
と人を呼び、活性化させるため、地元の要請に
応えて「スーパーホテル江津駅前」をオープン。
アテンダントや清掃スタッフは地元から採用
し、朝食にも地元の食材を使用するなど、雇用
の創出と地産地消を実現しています。

「スーパーホテル江津駅前」オープン

2016年8月に滋賀県甲賀市水口町で2つ目の
メガソーラー事業がスタート。設備容量は計
2,002kW、太陽光パネル数は8,008枚と、3年
前に三重県伊賀市に設置したメガソーラーよ
りも大規模になりました。

2つ目のメガソーラー事業が開始

2015

面積の95％が、FSC認証を受けた針葉樹・広
葉樹のモザイク林である宮崎県諸塚村と連
携。2017年には「スーパーホテル宮崎天然温
泉」のリニューアルにあたり、館内のインテリア
に諸塚村の木材を活用しました。

宮崎県諸塚村との連携
2015

2016

地
域
活
動
の
軌
跡　

２
０
１
０ 
↓ 

２
０
１
６
年

地
域
活
動
の
軌
跡　

２
０
１
０ 
↓ 

２
０
１
６
年

NEXT

持続可能な社会のために私たちが目標とすること

東白川村と連携し、オフセット・クレジット
（J-VER）の購入をスタート。また現地木材の
風呂いすなどを一部店舗の大浴場で使用して
います。さらに社員研修プログラムとして2013
年から「グリーンツアー」を実施しています。
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地域の活性化への取り組み

超高齢化社会が到来し、都市への人口流入が進む現代。
地方がそれぞれの魅力を活かして活性化することが切迫した課題です。
人が集まりたくなるホテルをつくり、
地方創生を支えるのが、私たちの願いです。

地域の活性化への取り組み

NEXT Communication
 次の対話へ



地域を元気にするために。日本を笑顔にするために。
私たちは社会にエールを送り続けたい
地域を元気にするために。日本を笑顔にするために。
私たちは社会にエールを送り続けたい

地域の活性化への取り組み2017年の取り組み
NEXT Communication  

有機JAS認定野菜とは、国が定めた有機農作物規定に従って認定事業者が生産した
野菜。全野菜の供給量の0.5％にも満たない希少性と、ビタミンやミネラルを豊富に含む
栄養価が特徴です。朝食のサラダは、すべて有機JAS認定を受けたもの。野菜ソムリエの
資格を取得した従業員が地域の生産者と契約して仕入れています。各店舗では野菜の産
地情報を公開するなど、お客様と地域をつなぐ取り組みも行っています。さらに、植物性
ナノ型乳酸菌を含んだ5種類のドレッシングをご提供。腸内環境を整え健康維持をサ
ポートします。保存料･化学調味料無添加で、アレルギー特定原材料等27品目不使用の､
安心で安全なドレッシングです。

有機JAS認定野菜や無添加ドレッシング…
朝食のサラダはおいしくてヘルシー

マンゴー、宮崎牛などで有名な宮崎市にある「スーパーホテル宮崎天
然温泉」。店舗設備のリニューアルにあたり、同県の諸塚村と連携して

FSC認証を受けた木材を使用しまし
た。木材が使われているのは、エントラ
ンスやラウンジ、温泉の脱衣所などの
パブリックスペース。切り株の断面を見
せた斬新なデザインで、お客様に喜ば
れると共に、諸塚村の森林保護を支援
しています。

諸塚村の木材を使ってリニューアルした
「スーパーホテル宮崎天然温泉」

三重県・滋賀県、2ヵ所のメガソーラーが稼働中。
2017年は4,967,036kWhを発電

岐阜県東白川村のNPO法人「青空見聞塾」との
協働事業が「パートナーシップ大賞」を受賞

再生可能エネルギーへの期待や関心が高まる時代、スーパーホテル
は自社の太陽光（メガソーラー）発電事業を、徐々に拡大しています。
2013年にスタートした三重県伊賀市のメガソーラーは、総面積2.3ヘク
タールのダイナミックな施設でしたが、続いて2016年に建設した滋賀

県甲賀市の設備は更に大規模なもの
に。スーパーホテルは、この事業により
地元の食材を購入し地元へ還元。環境
問題への対応策と同時に地産地消や
地域活性を実現します。

スーパーホテルと東白川村のNPO法人「青空見聞塾」が協働で行っ
ている「ムラ流社会貢献型人材育成プログラム」が、2017年3月、第12
回日本パートナーシップ大賞のグランプリを受賞しました。このプログ
ラムは毎年、新入社員を対象に行っている社員研修。村の茶畑や森林

などの自然を巡り、村民と交流しなが
ら地域の暮らしに触れ、課題を共有す
る…参加を通して従業員の環境意識や
社会貢献へのモチベーションを高める
エコツアーです。

地元の素材を取り入れた「地産地消」で
健康朝食を地域活性につなげたい
一部店舗では地元の食材を使用した「地産地消」メニューを積極的

に取り入れています。例えば、スーパーホテル戸塚駅東口では、幻のし
らす「湘南しらす」をデニッシュパンとして提供。またスーパーホテル
福島・いわきでは、名産のトマトを使った「トマトカレー」、スーパーホ

テル埼玉・久喜ではブランドの深谷葱
をたくさん入れた「深谷葱鍋」など…。
その土地ならではの食材をお客様に味
わっていただくことで、地元への経済
効果も含めた地域活性化につなげてい
ます。
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地域の経済への貢献

地域の環境活動を応援

NEXT STAGE 
次の対話に向けて
地域に出店することで賑わいの創出に役立てたり、地域の名
産を発掘してホテルの中で活用したり。「地域を元気にする」
ことで、私たちのビジネスも豊かに広がっていく、Win-Win
な関係を進化させていきたいのです。

現在、一部の店舗で実践している「朝食の資源
循環」。朝食時に出る生ゴミを、バイオ生ゴミ
処理機によって有機栽培に適した良質な堆肥
に変える食のリサイクルです。この取り組みを
広げることで、各地域における環境活動を応援
します。

現在は岐阜県東白川村のヒノキを浴室の椅子
にしたり、宮崎県諸塚村の木材をフロントやロ
ビーのインテリアに使ったり。パートナーシッ
プを結ぶ地域の地域産材をホテルに活用する
ことで地域経済に貢献するこのような試みを、
今後はさらに拡大していきます。

2
地
域
の
活
性
化
へ
の
取
り
組
み

NEXT
STAGE
2030

日本で最も美しい村で、自然環境への思いを育む

【 東白川村グリーンツアー 】誌上レポート

岐阜県の東部に位置する東白川村は、総面積の90％が山林で「東濃ひのき」の産地です。
スーパーホテルはこの村で活動するNPO法人「青空見聞塾」と協働して､社員のためのグリーンツアーを
毎年催行しています。2017年のツアーは9月4～5日。その様子をレポートします。

社員研修の一環として岐阜県東白川村へのグリーンツアーを毎年開催

棚田あり、ビオトープあり、
おいしい郷土名物あり

豊かな山林と美しい清流。「日本で最も美
しい村」にも選ばれた東白川村へ、1泊2日の
研修旅行が始まります。普段は都会の中で
勤務しているスタッフ達は「自然の中で思い
きり癒されたい！」と胸を躍らせてこの日を
迎えました。
当日は朝6時45分に本社集合。バスで現
地へ向かいます。11時にログハウス風のコ
テージ「魚の宿」にチェックインし、すぐに
「クレイシ棚田ビオトープ公園」へ。ここは昔
ながらの里山風景を残す棚田とビオトープ
の水辺が1つになった日本初の公園。青空見
聞塾によって無農薬のお米も栽培されてお
り、その懐かしくも美しい景色に､参加者達は

しばし釘付け。爽やかな風の中で自然との共
生をテーマにした講話もありました。
お昼に郷土名物の朴葉寿司と白川茶をお

いしくいただいたり、「クレイシ棚田ビオトー
プ公園」のリデザインに挑戦したり…1日は
あっという間に過ぎていきます。夕刻はコ
テージに戻り、これも郷土の味である鶏肉の
焼肉「けいちゃん」を堪能。食後は研修旅行
らしくロハス・シンポジウムを行い、1日目は
終わりました。

ヒノキの香りとお茶の味。
東白川村の魅力を満喫

2日目は早朝から「母樹林公園」を視察。
樹齢100年のヒノキが並ぶ人工林で、東白
川村の林業を象徴する場所です。ここでヒノ

キの伐採や、ヒノキオイルの製造、さらには
木工所での製材風景を見学しました。ヒノキ
の香りに包まれて、すっかり癒された参加者
達です。
昼食をはさんで村の商工会館へ。ここで名
物の白川茶を使った「おいしいお茶の淹れ
方講座」や、地域課題解決のためのワーク
ショップが開催されました。ワークショップ
では、過疎化が進む中山間地域の課題につ
いて解決策を全員で模索。東白川村の魅力
的な自然に触れた後だけに、建設的な意見
が飛び交いました。
これで全行程は終了。1泊2日とは思えない
充実のスケジュールに誰もが大満足です。帰
途の車中では「この自然は絶対に守らないと
いけないね」「次は個人的に東白川村を訪ね
てみたい」などの声が聞かれました。

地域へ貢献できる出店を目指す
島根県江津市の要請によって開業したホテル
は、現在高い稼働率を誇り、地域の賑わいに大き
く寄与しました。このケースをモデルとして地域
創生を願う多くの地方都市から出店要請が相
次いでいます。地域の声を前向きに精査し、サ
ポートしていきます。
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従業員満足度調査の実施

2005

アテンダントオリエンテーション
研修の開設

2008

2011

2012

2012

2014

全国のアテンダントが接客のクオリティを競
う「スーパーホテルグランプリ」がこの年から
始まりました。このコンテストの目的は、全国
のアテンダントの接客スキル向上とモチベー
ションアップのために開催。また、店舗スタッ
フの団結力が高まっています。

「スーパーホテルグランプリ」スタート

2016年に施行された女性活躍推進法。女性
の活躍推進に関する状況等が優良な企業に
ついて、厚生労働省に認定を受ける制度が創
設されました。スーパーホテルは厚生労働省
が定めた５つの基準を満たし、３段階の最上
位の「３つ星」を取得することができました。

「えるぼし」企業に認定
2016

経営理念をはじめ、基本方針やサービススタ
ンダード、自律型感動人間とは…といった、
スーパーホテルで働く上で大切な内容をまと
めた『Faith』を全ての従業員が携帯。毎日の
朝礼で読み合わせをすることで、同じ価値観
で行動していきます。

GISで接客指導の専門家を養成

従
業
員
活
動
の
軌
跡　

２
０
０
５ 

↓ 

２
０
１
６
年

従
業
員
活
動
の
軌
跡　

２
０
０
５ 

↓ 

２
０
１
６
年

NEXT

経営理念の共有

Faith（フェイス）Faith（フェイス）

従業員の成長への取り組み

サービス業のスキルは、経験を積むことで磨かれていきます。
ここで働く社員たちが人生の様々なライフイベントと
キャリアアップを両立できるよう、
働く人の幸せな環境づくりが私たちの約束です。

従業員の成長への取り組み

NEXT Generation
 次の世代へ

持続可能な人生のために私たちが目標とすること

接客指導のインストラクター養成のために「GIS
（ゴールド・インストラクター・スクール）」を開設。ス
ター制度の「ゴールドスター」以上のアテンダントを
対象とした養成システムで、半年間、接客指導の専門
家としてのトレーニングを実施。暗黙知だけに頼りが
ちになってしまう接客能力を形式知化しながら、さま
ざまな実践を通じて新たなナレッジへと高めていく
ための仕組みです。

顧客満足度の高いサービスを提供するため
に、従業員の満足度の向上と職場環境の整備
が重要と考え、2008年から社員、業務委託支
配人・副支配人、アルバイトのカテゴリー別に
満足度調査を実施。調査結果と改善策を発
表するなど、調査結果をさらなる満足度向上
へのヒントとしています。

「エコプロダクツ2009」に初参加

2009東京ビッグサイトで行われた国内最大級の環
境展示会「エコプロダクツ2009」（現：エコプ
ロ）に初出展。この年を皮切りに毎年、新入社
員を中心としたプロジェクトチームを発足さ
せて参加しています。コンセプト立案からブー
スのアイデアやデザイン、イベントプランニン
グまでを取り組んでいます。

自分で考え行動できる「自律型感動人間」を育
成するため、新人アテンダントを対象に毎月開
催している「アテンダントオリエンテーション
研修」。基本的な接客マナーや理念を学ぶだ
けでなく、他のアテンダントとふれ合うことで
刺激し合い、成長し合うことができます。

アテンダントのスキルを明確化し、モチベーション
向上につなげるため、フロントに立つアテンダントを
4段階に分けて評価する「スター制度」をスタート。
評価段階は「ブロンズスター」から始まり、「シルバー
スター」「ゴールドスター」「No.2」とレベルアップ。検
定試験は半年に1度で、合否は筆記試験と面接に
よって決定します。 

「スター制度」の導入
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働く人の幸せのために。キャリアパスの実現のために。
ワークライフバランスの充実した企業へ
働く人の幸せのために。キャリアパスの実現のために。
ワークライフバランスの充実した企業へ

従業員の成長への取り組み2017年の取り組み
NEXT Generation

より高いレベルのおもてなしを誰もがわかりやすくマニュアル化して、全店舗のサービスを底上げ
するために、スーパーホテルが2017年より取り組んでるのが「おもてなしの科学化」です。もともとは
京都大学が開講する「サービスエクセレント講座」に当社が協力し、サービスの仕組みを解き明かそ
うと共同研究したことが始まりでした。そこから発展して、「おもてなし」という形無いものをどこまで
科学的に分析するかに挑戦。パートナーは京都大学経営管理大学院です。
これまでに行ったのは、「優秀者」と「標準者」の行動プロセスを調査、抽出して比較する実験。お客
様への挨拶にかける時間、タイミング、視線の動き…結果、優秀者と標準者の間に明らかな違いが数
値化されるなど大きな成果が見られました。スタートして間もない「おもてなしの科学化」ですが、今
後もデータを積み上げていき、当社の人材育成に活かすのが目的です。

「おもてなしの科学化」という最先端を行く取り組み

「おもてなし規格認証」とは、日本におけるサービス産業の底上げを目標
に、経済産業省が創設した制度。サービス品質を「見える化」するため「紅・
金・紺・紫」の4種類の認証があります。2018年、スーパーホテルLohas東
京駅八重洲中央口が、最高位である紫認証を取得しました。紫認証取得に
は定められた規格30項目のうち、既に実施している取り組みが24項目以
上該当する必要があり、取り組みの習熟度についても認定機関が審査を
行うという厳しいもの。現在、取得しているのはホテル業界では一社のみ。
スーパーホテルの確かなおもてなし品質が認められた証です。

•Lohasコンセプトを象徴する旗艦店であり、他店舗の模
範となるスタッフを配置。

•外国人宿泊客へのおもてなしの一環として、30か国語の
挨拶ができるように教育。

•観光を目的とした宿泊客向けに、近隣で開催される多彩
なイベント情報を毎日確認し、接客や問い合わせ対応に
活用。

「おもてなし規格認証2018」における
最高位「紫認証」を取得

スーパーホテルは2016年、自社の清掃部門として「株式会社スーパー
ホテルクリーン」を設立。ホテル業にとって最も重要なクリーニング業務
の品質向上には、グループ企業として理念を共有することが必至である
と判断したためです。また分社化することで女性の社会進出や、海外人
材の採用につながればいい、という思いもありました。設立から約2年、
当初の狙い通りスーパーホテルクリーンのスタッフは女性を中心に約

800名。海外からの人材が約半数とい
う、多文化共生を体現した企業となりま
した。海外スタッフは皆、仕事に対して熱
心でバイタリティにあふれ、「お掃除を接
客業にする」というモットーのもと、裏方
の顔として活躍しています。

クリーンスタッフに海外人材を採用し
文字通りのグローバル企業をめざす

一生、働き続けられる
女性のキャリアパスを描く
アテンダント職が多いスーパーホテルでは、女性社員の比率が約6
割。女性が生き生きと、長く働ける仕組みづくりは企業の成長にとって
も大きな課題です。近年、結婚や出産を経ても現場復帰を希望するス
タッフが増え、様々な対応策を講じています。まずはスタッフ一人ひとり
に丁寧な面談をして、復帰にあたっての不安や課題をヒアリング。その

上で通勤しやすい店舗への配属など、心理的お
よび物理的なハードルを解消します。結果、産休
からの復帰率はほぼ100％へ。子育てをしながら
アテンダントとしてキャリアを積む道筋が、少し
ずつ提示できるようになりました。 

 

厚生労働大臣認定

女性活躍推進法
「えるぼし」認定

★  認証取得理由 ★
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STAKEHOLDER
ステークホルダー･メッセージ

私たちスーパーホテルのＣＳＲ活動は

多くのステークホルダー様の協力のもとに成り立っています。

そんなパートナー企業や自治体の皆様からメッセージをいただきました。

2

@aromaは、全世界3,000箇所以上の施設で、天然アロマの機能を生かし、感性に
訴えかけるアロマ空間デザインを手がける香りの専門ブランドです。
スーパーホテル様の提唱する「五感で感じるロハス」の取り組みのひとつとして、エ

ントランスやロビーなどの館内で、天然アロマによる空間演出をおこなわせていただ
いております。
空間に漂う香りは、「自然と調和する、こころ落ち着く森の香り」をテーマにデザイン

したスーパーホテルオリジナルアロマです。岐阜県東白川村産の東濃ヒノキ、パイン、
オレンジ、ラベンダー、カモミールなど、さまざまな植物から抽出された天然アロマを
丁寧にブレンドして創り上げました。陽の光が差し込む明るい森にいるようにこころが
落ち着く、柔らかく優しい印象の香りです。
自然を守り、自然の恵みを活用し、積極的に広めていく―。自然にも人にも優しいスー
パーホテル様の姿勢に私たちも共感しています。ホテルで過ごされるひとときに香りが
彩りを添え、お客様の心身を癒し、明日の元気へとつながっていれば幸いです。

アットアロマ株式会社
広報・アロマ空間デザイナー

武石 紗和子 様

自然にも人にも優しいスーパーホテル様の
姿勢に共感しています。

当社の社名は、“ゴミ箱”という意味の会社です。環境と経済の両立を通して循環型社
会の構築に貢献することをミッションとして、廃棄物のコスト削減事業から始まり、ここ
数年ではCO2排出量の調査の仕事を多く実施しています。
スーパーホテル様のお仕事では、宿泊者の方の１泊あたりのCO2排出量の算定と、そ
の埋め合わせ（カーボン・オフセット）の手続きを実施させて頂いています。
世界では、今異常気象が多発しています。日本国内においても、これまで経験したことの

ない気象災害が頻発しています。こうしたことを食い止めるためには、まずは自分たちの活
動を見直し改善する積み重ねが必要です。またどうしても排出してしまう環境負荷につい
ては、どこか（例えば森林保全や温暖化対策プロジェクトといった活動）で埋め合わせると
いう考えも必要です。
このような取り組みを、すでに2009年からスーパーホテル様は取り組んでおられます。
まだまだ、自社の利益のみしか考えない企業も多くいる中で、こうした地球環境も視
野に入れた経営をなされているのは、大変すばらしいことと思います。
是非こうしたCO2の見える化とカーボン・オフセットの活動を継続し、持続可能な企業

の模範として、今後も活躍されることを期待いたします。

株式会社ウェイストボックス
代表取締役

鈴木 修一郎 様

ＣＯ2の見える化とカーボンオフセットの
さらなる推進を期待します。

女性や海外の人材が働きやすい
ダイバーシティ経営へ

「おもてなしの科学化」によって
接客レベル全体をレベルアップ

社員の意識向上と
社会貢献活動の推進

NEXT STAGE 
次の成長に向けて
目指すは従業員満足度100％。働く人が幸せでなければ、お
客様を幸せにはできないとスーパーホテルは考えます。だか
らワークライフバランスの充実はもちろん、仕事のやりがい
につながる学びや成長の機会を積極的に創出しています。

女性スタッフが結婚や出産によってキャリアを
中断せず、それぞれが希望する働き方を提供で
きる環境や制度を提供。女性管理職の割合も引
き上げていきます。また海外からの人材をこれ
まで以上に確保、育成することを重視し、経営の
グローバル化を推進。多様な人材の能力や可能
性を活かすダイバーシティ経営を実現します。

社員のエコ検定取得率100％を目標に、全社
員が今後ますます多様化･複雑化する環境問
題についての教養や知識を体系的に身につけ
ることを目指します。また社員の環境意識の
向上と共に、ボランティアなど実際の活動も
推奨していきます。

京都大学経営管理大学院と連携してスタート
した「おもてなしの科学化」。接遇レベルに秀で
たアテンダントの「暗黙知」を抽出し、分析する
ことで全スタッフが活用できるノウハウへと落
とし込む試みです。この取り組みを本格的に推
進し、全スタッフが平均的に高いサービスレベ
ルを身につけるためのマニュアルづくりにつな
げていきます。

3
従
業
員
の
成
長
へ
の
取
り
組
み

NEXT
STAGE
2030
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STAKEHOLDER

私共はホスピタリティの普及・啓蒙を目的として1992年創設されたNPO団体で、
経済産業省が創設した「おもてなし規格認証制度」の認証機関として活動しておりま
す。スーパーホテル様は、自律型感動人間を養成する素晴らしい取り組みを積み重ね
ており、当協会から、おもてなし規格認証制度の最高ランク「紫認証」の候補として推
薦させて頂きました。
その後、厳選な審査を経て、スーパーホテルLohas 東京駅八重洲中央口 がホテル
業界で初めて「おもてなし規格認証2018 紫認証」を取得されました。当協会としまし
ても、大変うれしく思っております。
スーパーホテル様の感動サービスを生み出す取り組みはホテル業界にとどまらず、
サービス業全体の模範となる活動として、日本のサービス業の発展にも貢献されてい
ると感じております。これからもますますのご発展をお祈り致しております。

NPO法人 日本ホスピタリティ推進協会
理事

渋谷 行秀 様

感動のサービスを生み出す取り組みは
サービス業界全体の模範です。

石川県小松市は、加賀平野の中心に位置し、日本海と霊峰白山に囲まれた水と緑の
豊かなまちです。2011年10月、自然環境と農業のバランスが保たれ、安心できる農産
物の生産に適した地域として、北陸では初、全国で11番目に「環境王国」の認定を受け
ました。
12年には㈱スーパーホテル様とのご縁に恵まれ、現在も首都圏内21店舗・大阪府

内 10店舗の健康朝食に小松市の「お米」をご使用いただいております。 
このお米は、環境王国こまつのシンボルであり、「水郷の楽園」と呼ばれていた木場
潟の周辺で育てたものであります。近年、木場潟流域の環境保全米の推進などによる
水質浄化や公園の整備が進められ、憩いと安らぎのスポットとして木場潟にはウォー
キングや大勢の観光客が訪れています。また、木場潟がカヌー競技の2020年東京オリ
ンピック・パラリンピックに向けた6ヶ国の事前合宿地に決定したことを受けて、世界
からも「水郷のまち」としての高い評価を集めております。
これからも、㈱スーパーホテル様にご満足いただけるお米づくりに、官民一丸となっ
て取り組んで参る所存であります。皆様方に小松の安全・安心で美味しいお米をお届
け致しますので「小松米」のファンになって頂ければ幸甚であります。

石川県 小松市　
市長

和田 愼司 様

これからも満足いただけるお米づくりに
官民一丸となって取り組みます。

諸塚村は、九州山脈の中央にある人口1600人余りの小さな村です。その特色である
豊かな自然を生かし、「エコビレッジ諸塚」を目標に、2004年に村ぐるみでFSC®森林
認証を取得、さらに適正な森林管理によるJ-クレジットも取得しています。また山間地
の農林業複合経営システムが評価され、世界農業遺産（FAO）にも認定されています。
スーパーホテル様のカーボン・オフセット付宿泊サービス「エコ泊」には、諸塚村の
J-クレジットもご利用いただいております。また、宮崎店のリニューアルの際には、内装
および家具に諸塚村のFSC®材がふんだんに使われました。また、諸塚村木材加工セ
ンター製造の朝食用のFSC®スギBOXも導入いただいています。
今後は、環境負荷に配慮した『グリーン経済』として、自然環境を国民の生活や企業の
経営基盤を支える重要な「自然資本」として捉え、森林資源や水や空気などの持続可能
な調達のためには、環境負荷に配慮した活動が求められています。その最先端を行かれ
ているのが、エコ・ファースト企業であるスーパーホテル様だと思います。私たち山村の
住民も、その活動と連携しながら、エコ・ファーストな自治体を目指したいと思います。
国連のモハメッド副事務総長が、「地球は私たち人間なしでも存続できますが、私た

ちは地球なしでは存続できません」と語っているように、私たちの生活は、地球環境と
は切っても切れない関係にあります。スーパーホテル様に先陣を切っていただき、
2030年を達成期限とする持続可能な開発目標SDGsの17分野の目標をしっかり見
据えた取り組みが広がることに期待します。

環境活動の最先端を行く活動と連携し
エコ・ファーストな自治体を目指します。

一般社団法人more treesは、2007年に音楽家・坂本龍一によって設立された森
林保全団体です。「都市と森をつなぐ」をテーマに国内外で森林保全活動を展開する
ほか、カーボンオフセットや国産材の利用拡大など様々な取り組みを行なっています。
スーパーホテルさんとは「エコ泊」を通じ、宿泊に伴い発生するCO2を日本の森に

よってカーボンオフセットするプログラムで連携しています。
また、国産材を使用したノベルティの供給もサポートさせていただいています。
森林を保全、回復していくことは、SDGsにおいて「15陸の豊かさも守ろう」に直結す

るだけでなく、気候変動対策や水資源など、幅広い目標を同時に網羅できる取り組み
です。
今後SDGsの目標達成に向けてスーパーホテルさんそしてステークホルダーの皆さ

んと森林への関心もさらに高めつつ、人も地域も環境も良い社会を一緒に創っていけ
れば幸いです。

一般社団法人　more trees
事務局長

水谷 伸吉 様

森林を保全、回復していくという目標を
一緒に実現していければ幸いです。

宮崎県 諸塚村
村長

西川 健 様
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店 舗 展 開

｢安全・清潔・ぐっすり眠れる」というコンセプトのもと、ローコストでハイクオリティ

なサービスを提供する宿泊特化型ホテルです。「日常の感動とLOHASによるイノ

ベーション」をキーワードに、画期的なサービスを次 と々採用。ＩＴ活用によるローコ

スト運営や宿泊サービスの品質保証が顧客の支持を得て、国内に131店舗、海外に

2店舗を展開しています。

国内131店舗
海外2店舗
（2018年9月現在）
（ベトナム・ミャンマー）

★南彦根駅前
★滋賀・草津国道１号沿
★大津駅前
★京都・烏丸五条
★京都・四条河原町
★Lohas  JR奈良駅
★JR奈良駅前・三条通り
★奈良・大和郡山
★奈良・新大宮駅前
★神戸

近畿 10店舗 甲信越・北陸 7店舗
★新潟
★新井･新潟
★松本駅前
★松本天然温泉
★甲府昭和インター
●山梨・南アルプス
★高岡駅南

中国 12店舗
★鳥取駅前
★鳥取駅北口
★米子駅前
●島根・松江駅前
★出雲駅前
★江津駅前
★Inn倉敷水島
★広島
●三原駅前
★山口湯田温泉
★防府駅前
★宇部天然温泉

九州 9店舗
●Lohas博多駅・
   筑紫口天然温泉
★Inn博多
★小倉駅南口
★大分・中津駅前
●熊本・山鹿
★Lohas熊本天然温泉
★水俣
★宮崎天然温泉
★薩摩川内

沖縄 3店舗
★那覇・新都心
★沖縄・名護
●石垣島

四国 8店舗
★高松禁煙館
★高松・田町
★高知天然温泉
●松山
★四国中央
★新居浜
●愛媛・大洲インター
★八幡浜

★青森
★十和田天然温泉
★弘前
★八戸長横町
★八戸天然温泉
★盛岡

★仙台・広瀬通り
★Inn仙台・国分町
●福島・いわき
★山形駅西口天然温泉
●山形・さくらんぼ東根駅前
●山形・鶴岡

東北 12店舗

★旭川
★札幌・すすきの
★函館

★釧路
★釧路駅前
★北見

北海道 6店舗

★宇都宮
★小山
★水戸
★鹿嶋
★東京・JR立川北口
★新横浜
★横浜・関内
★戸塚駅東口

●Lohas武蔵小杉駅前
★千葉駅前
★東西線・市川・妙典駅前
★千葉・市原
★さいたま・大宮
★さいたま・和光市駅前
●埼玉・久喜

関東 15店舗

★新橋・烏森口
★Lohas赤坂
●東京・芝
★東京・日本橋三越前
★Lohas東京駅
　　八重洲中央口
●Premier銀座
★上野・御徒町
★秋葉原・末広町
★浅草
★JR上野入谷口

★東京・赤羽
★東京・大塚
★Lohas池袋駅北口
★JR池袋西口
★新宿歌舞伎町
★東京・JR新小岩
★東京･亀戸
●東京・錦糸町駅前
★東京・JR蒲田西口
★品川・新馬場
★品川・青物横丁

東京23区 21店舗

★長泉・沼津インター
★御殿場Ⅰ号館
★御殿場Ⅱ号館
★富士インター
★JR富士駅前禁煙館
★天然温泉富士本館
★富士宮
●浜松
★岡崎

★安城駅前
★名古屋駅前
★飛騨・高山
★大垣駅前
★四日市駅前
★四日市・国道1号沿
★桑名駅前
★鈴鹿
●松阪

東海 18店舗大阪 10店舗
★JR新大阪東口
★湯元「花乃井」スーパーホテル大阪天然温泉
★梅田･肥後橋
★Lohas地下鉄四つ橋線・本町24号口
★地下鉄谷町四丁目6号口
★なんば・日本橋
★大阪・天王寺
★御堂筋線･江坂
★門真
★堺マリティマ

★印の店舗はISO14001の認証を取得しています。それ以外の店舗も随時、認証取得を進めています。

会 社 概 要

売 上 高 の 推 移 店 舗 数

■社　　名 株式会社スーパーホテル
　　　　　　　ホテルチェーンの展開／土地有効活用のコンサルティング

■代 表 者 代表取締役　山村孝雄

■本　　社 〒550-0005  
 大阪市西区西本町1丁目7番7号 CE西本町ビル 
 TEL. 06-6543-9000　FAX. 06-6543-9008

■東京本部 〒104-0031  
 東京都中央区京橋1丁目2番4号 八重洲ノリオビル4F
 TEL. 03-6695-9000　FAX. 03-6695-9001

■設　　立 1989年12月20日

■資 本 金　 67,500,000円

■従業員数 350名

■売 上 高 314億6200万円（2018年3月期）

■関連企業
ホテル経営で培ったサービス精神と空間づくりの
ノウハウを生かし、これからの高齢化社会に必要と
される老人ホームや介護施設を展開しています。

株式会社スーパー・コート
介護付有料老人ホームの展開／高齢者住宅の運
営・管理

社会福祉法人　聖綾福祉会
グループホーム、デイサービス施設の運営

医療法人嘉健会　思温病院
病院の運営・管理／地域医療サービスの提供

2018年3月末現在 2018年10月末現在

取 得 規 格

ISO9001
品質マネジメント国際規格
ISO9001は、2017年現在
の認証113店舗。サービス
の品質向上とクレームゼロ
を目指した仕組みづくりを
構築しています。

ISO27001ISO14001
環境負荷の低減を経営の
重要課題と位置づけ、ＩＳＯ
14001の環境マネジメント
システムを導入しています。
2017年現在の認証は113
店舗となっています。

IS502075/ISO27001

情報システムのリスク防
止のため、情報セキュリテ
ィマネジメントシステム
ISO/IEC27001を導入。
2017年現在、本社IT戦略
室、経営品質本部、コンサ
ルタント部において取得
しています。

※赤字は2018年10月オープン予定の店舗
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社会からの評価 第三者意見

 
 

環
境
分
野

環境大臣認定
エコ・ファースト企業

第8回日本環境経営大賞
環境価値創造賞

DBJ 環境格付2011 認定

2009年度
2015年度 日本経営品質賞

平成22年度地球温暖化
防止活動環境大臣表彰

環境省
（2010年12月）

カーボン・オフセット推進ネットワーク
（2016年12月）

ワットセンスアワード2012
〈アクション部門〉

第2回
経営者「環境力」大賞

環境大臣賞
（2013年4月）

NPO法人環境文明21
（2010年2月）

お
も
て
な
し
分
野

2013年度
おもてなし経営企業選

経済産業省（2014年3月） 経済産業省創設
サービスデザイン推進協議会
（2018年2月）
（Lohas東京駅八重洲中央口）

おもてなし規格認証2018
紫認証第１回 日本サービス大賞

サービス産業生産性協議会
（2016年6月）

マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
分
野 経営品質協議会

2009年度 中小規模部門
（2010年2月）
2015年度 大規模部門
（2016年2月）

地域未来牽引企業 選定

経済産業省
（2017年12月）

環境省
（2011年4月）

eco検定アワード2016・2017
エコユニット部門優秀賞

東京商工会議所
（2016年・2017年）

第6回 カーボン・オフセット大賞
環境大臣賞

日本環境経営大賞表彰委員会
三重県（2010年6月）

DBJ 日本政策投資銀行
(2011年12月）

女性活躍推進法
「えるぼし」認定

厚生労働大臣認定
（2016年8月）

第12回 日本パートナーシップ大賞
グランプリ

ムラ流社会貢献型人材育成
プログラム事業
パートナーシップ・サポートセンター
（2017年3月）

スーパーホテルは、環境負荷削減からLOHASという高質

のコンセプトに基づいて全国にホテル網を展開してきた。

「LOHAS REPORT 2018」 は同社のこれまでの歩みをわ

かりやすく伝えるとともに、LOHAS企業としての“NEXT 

STAGE”の目標を伝えている。以下その特色を見ていこう。

冒頭の山本会長のメッセージにもあるように、同社は

2018年をリブランディングの年として、LOHASという概念

をNatural, Organic, Smartという、より現実的なビジネス

コンセプトに落とし込んだ。同レポートは、これらのコンセプ

トについて、同社が関わる活動事例を豊富に明示しながら

わかりやすく解説している。

また、同レポートでは、LOHASのもつ外延的な部分とし

てのSDGsとの関連性についても言及している。経済、社会、

環境などの世界的課題に取り組もうとするSDGsは、政府の

みならず民間企業の協力を強く求める国連主導の国際合意

である。既に先進的な企業の間では、本業にかかる諸活動と

SDGsの個別目標とを関連付ける動きが広がりつつある。ま

さに、企業が自社の利益の追求のみならず、公益性をも重視

するようになりつつあることは、大変喜ばしいことである。加

えて特記すべき点は、同社がSDGsに関する従業員の意識改

革から着手していると思われる点である。「SDGsの17の

ゴールを体感する」べくSDGsゲームに参加した従業員の興

奮は、ほぼライブ感覚で伝えられているが、同社の真剣さが

ここからもうかがえる。

ところで、同レポートでは、同社の環境と本業との関わり

合いを、時系列的に、また具体的に述べ、さらにNEXT 

STAGEとして、どこに向かうのかをわかりやすく示してい

る。さらに、環境課題を解決するため、各地におけるホテルが

どのような活動を展開してきたのか、その過程と今後の目標

を、地域の活性化対策の視点から述べている。そして、それ

らを実現してきたのは同社の従業員に他ならないことから、

従業員の成長についてどのような工夫が図られてきたのか、

今後どういう方向に進めるのかについても述べている。同レ

ポートのかなりの部分を構成するこれらの記述は、LOHAS

企業を目指す同社の決意と意識の高さの現れに他ならず、

説得的である。

ここで、あえて今後の工夫点はどこにあるか提言させてい

ただこう。同社のビジネスモデルの中核としては「カーボンオ

フセット」の利用が大きな位置を占めている。同レポートに

おいて、同社の行うカーボンオフセット事業の具体的な内容

がより整理された形で示されれば、たとえば「ECO泊」と

カーボンオフセットとの関連性もよりわかりやすくなるだろ

う。またDATAについて言えば、環境負荷のインプット、アウ

トプットの流れが図示されているが、その量的バランスがよ

りわかりやすい形で示せないだろうか。併せて、各負荷項目

別の目標値と達成率の推移が経年的に明示されれば、文字

通りグリーン会計として理解されやすいだろう。

このように述べてきたが、カーボンオフセットというレバ

レッジを用いた同社のLOHAS企業としての努力は、これま

で達成した高いカーボンオフセット率の推移と、さらに野心

的な今後の目標を見ればきわめてチャレンジングである。

カーボン消費量ゼロを満たすビジネスモデルが実現できれ

ば、まさに地球環境に対する福音となることは間違いない。

その意味ではSDGsの第12項目「つくる責任つかう責任」こ

そ、同社がこれまで最も果敢に挑戦してきた課題そのもので

もあり、今後の重要課題でもあると考えられよう。冒頭の会

長メッセージに再び戻れば、LOHAS的価値は、「21世紀の

ラグジュアリー思想」とも言うべき真に質の高いサービスの

ことであり、そのことは着実に利用者の共感を得ながら、さ

らに浸透していくのではないかと思量される。

専門分野：国際協力、経済開発における官民連携、企業の社会的責任（CSR）

島本　晴一郎 氏  
京都文教大学  総合社会学部 総合社会学科教授
京都CSR研究会代表幹事

しまもと　　せいいちろう

J.D.パワー2017年
日本ホテル宿泊客満足度調査

J.D.パワー 
ホテル宿泊客満足度 NO.1
＜1泊9,000円未満部門＞
（2014・2015・2016・2017年連続）
〈出典〉J.D. パワー 2014～2017年日本ホテル宿泊客満足
度調査。当部門の調査対象は正規宿泊料金最多価格帯
9,000円未満かつ最多客室面積が15㎡未満のホテル。
2017年調査は直近1年間に宿泊したホテルに関して7,713
名から回答を得た結果。 japan.jdpower.com
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