
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

本社・本社工場
F-D10004

会社概要

取得規格

■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 代表取締役社長　山本 健策
■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 〒104-0028　  
　　　　　　　  東京都中央区八重洲2丁目2番7号
　　　　　　　  スーパーホテルPremier東京駅八重洲中央口
 TEL. 03-3241-9001　FAX. 03-3241-9009
■設　　立 1989年12月20日
■資 本 金　 67,500,000円
■従業員数 189名（2022年7月末時点）
■売 上 高 264億2,000万円（2022年3月期）
■店 舗 数 国内170店舗、海外1店舗（2022年9月末時点）

■関連企業
ホテル経営で培ったサービスとノウハウを活かし、クリーン事業や清
掃スタッフの人材派遣をはじめ、高齢化社会に必要な介護施設や関
連事業なども展開。多彩なビジネスで社会を支えています。
株式会社スーパーホテルクリーン
総合清掃業／清掃請負・コンサルティング業務／人材採用事業／
人材派遣・紹介業
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
株式会社スタッフ満足（笑がおで介護紹介センター）
看護師・介護士の人材派遣・老人ホームへの入居仲介

ISO9001
品質マネジメント国際
規格ISO9001は、2022
年3月現在の認証は139
店舗。サービスの品質向
上とラッキーコールゼロ
を目指した仕組みづくり
を構築しています。

ISO14001
環境負荷の低減を経営の
重要課題と位置づけ、ＩＳ
Ｏ14001の環境マネジメ
ントシステムを導入して
います。2022年3月現在
の認証は本部機能と139
店舗となっています。

ISO27001

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。2022年3月現在、本部IT・AI戦略室、経
営品質本部、運営ソリューション本部において
取得しています。
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コロナ禍を経て培われた
一体感と自信

　コロナ発生後の2020年春、多くの経済

活動はストップし、当社も非常に厳しい状

況下にありました。それでもこの国難に、

我々として何か社会のお役に立てないかと

考え、療養施設としてコロナ軽症者を受け

入れることを決意し、大阪府の要請に一番

に名乗りを上げました。幸いグループ内の

関連病院に呼吸器科専門医がおり、その医

師のアドバイスにより、過度に恐れるので

なくきちんと防御して従業員の安全・安心

に努めながら、患者を受け入れることがで

きました。そうした試行錯誤の中でノウハ

ウを積み上げつつ、全社一体となってコロ

ナに対応できたのではないかと考えます。

　背景としてあったのが、我々がこだわっ

てきた「人を元気に、地球を元気に」という

経営理念と、そのための取り組み。例え

ば、客室天井の珪藻土は消臭・調湿など

様々な機能を持っていたり、エントランス

周りに使用しているスカンディアモスは湿

度調整や防臭の効果があり、クリーンな空

気を提供しています。加えて古来から日本

人が愛してきた天然温泉による湯治も大

浴場という形で提供。さらに客室で使う水

も分子活動を活発化させて生体への良い

影響が検証された「健康イオン水」を提供

してきました。「宿泊されるお客様がぐっ

すり眠れて、より元気になって活動してい

ただく」という思いをベースに、これまでに

行ってきた様々な施策が、コロナ対策にも

功を奏する結果となり、あらためて自信を

深めることになりました。

経営理念とSDGsの
取り組みはシームレス

　当社の経営理念と、サステナビリティや

SDGsへの取り組みはシームレスだと考え

ています。我々の経営理念の根幹には、従

業員やビジネスパートナーの方々、そして

お客様や地域が一体となり、みんなで感

謝・感動を回していこうというテーマがあり

ます。ホテルでゆっくり休んで英気を養った

お客様が、その地でビジネスを盛り上げて

いただく、あるいは観光にお越しいただい

たのであれば、その土地の名所・旧跡、郷土

料理を楽しんだりスポーツや芸術の魅力を

味わっていただく。そうして地域の応援団と

なられた方々が、地域経済も豊かにしてい

くのだと思います。このような地域貢献の

好循環に自分たちも一役買っていることを

従業員が実感すれば、誇りを持って仕事に

向き合えるのではないでしょうか。

　その一例が「ご当地結びスタ」（P5参照）

です。これは従業員が自身の勤務するご当

地の魅力や情報をお客様に発信する取り組

み。従業員同士が事例を共有してアイデア

を出し合い、いかに分かりやすくお客様に

伝えられるか工夫を重ねてくれています。

　地域との連携も盛んです。宮崎県諸塚

村、岐阜県東白川村と協働して、林業支援

としてオフセット・クレジット（J-VER）を購

入したり、FSC認証の木材をインテリアや

什器、風呂いすに使用したり、現在はオンラ

インですが、新入社員研修としてエコツア

ーで現地を訪問して地域の課題解決を現

地の方々と一緒に考えるワークショップを

開催したり。このような機会は今後ますま

す拡大していくつもりです。

　このように社会的な課題を解決すること

で適正な利益を得て、当社と地域とが一緒

に発展していく変化を従業員が目の当たり

にし、感謝・感動しているとその波動がお客

様にも伝わるのではないでしょうか。以前

から口を開けば環境やLOHAS、SDGsの

話を言い続けてきた私の本気度を感じて、

従業員は義務的でなく何事にも自発的に

チャレンジしてくれるようになりました。環

境問題への理解を深めるため、社員は全員

eco検定®を受験してもらっているのです
が、誰もが熱心に取り組み、全員が受かる

まで挑戦してくれます。そんな熱意がお客

様にも伝わり「良いことをやっているね」と

いう嬉しい言葉をいただけるようになりま

した。早い時期から環境活動や社会貢献に

注目し、コツコツと続けてきた効果が表れ

てきたのかなと感じています。

Z世代の若者たちとの協働

　今後私どもが目指すのは、SDGsや社会貢

献の知識を学生時代から培ってきた若い世

代の育成と、彼らとの協働です。次世代育成

については、昨年、IPU（環太平洋大学）から

の要請で、岡山駅東口店と学生たちとの交

流を行い、ユニークな提案をもらえました。

Z世代と呼ばれる若者の意識の高さには目

を見張るものがあり、スーパーホテルの理念

との親和性も高いと感じています。

　次世代とのコラボレーションは、これか

ら最も力を入れたい分野の一つです。大量

生産・大量消費の右肩上がりの成長を目

指す時代は終わりを告げ、消費者自体も環

境問題・社会課題に敏感となり、エシカル

消費へと産業構造は大きく変わってきまし

た。当社でもこの春から、歯ブラシやカミソ

リといったプラスチック製アメニティの部

屋置きをやめ、必要な方にだけフロントで

提供するスタイルに変更しました。近頃は

プラスチックが悪者のように言われます

が、プラスチックは安価で加工もしやすく、

暮らしを快適にしてくれる便利な素材で

す。しかし、それが不適切に廃棄されるこ

とで海を汚し、魚の体内に蓄積するという

問題になっています。環境と言うと3R※を

思い浮かべますが、物事に表と裏があるよ

うに、作る時、使う時、処分する時とすべて

の段階でサステナビリティ思考が必要で

あり、それに基づいた商品・サービスや仕

組みを作ることこそが求められています。

株式会社スーパーホテル
会長　山本 梁介

人を元気に、地球を元気に
～経営理念とSDGsの取り組みはシームレス～

※3Rとは、Reduce, Reuse, Recycleのこと

　私が若い頃は「成長」がエネルギーの源

でしたが、今は「社会のため、地球のため」

という思いがモチベーションになりつつあ

ります。実際に金融機関や投資家も、ESG

に取り組む企業に出資しようという傾向

が顕著であり、今からの時代をリードして

いくのは大企業ではなくサステナブル社

会への視点を備えた、ベンチャーや若い世

代ではないでしょうか。SDGsをクリエイテ

ィブに解決していく、そんなパワーを持っ

た社会起業家を私自身も応援したいし、積

極的に手を携えていきたいと思います。

2025年関西万博に向けて

　最後に、大阪・夢洲で開催予定の「大阪・

関西万博」には大いに期待しています。日

本が観光立国を目指そうとする中で、関西

には奈良・京都・大阪・神戸とそれぞれ個

性的で素晴らしい文化を持った街が多く、

それらを世界に知らしめる良い機会にな

るからです。また近江商人の歴史が示すよ

うに、関西には伝統ある企業がひしめいて

います。万博は、伝統と実力を備えた企業

が本気で取り組むSDGsを、広く発信でき

る場になるでしょう。当社としてもぜひ、盛

り立てていきたいと考えています。

Top
Message
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ご当地結びスタ
お客様と地域の架け橋となる
おもてなしを目指して
　「ご当地結びスタ」は、アテンダントがホテル周辺の観光地や飲食店などの情報をお客様へ届ける活動です。そのきっかけはコロナ禍で

空いた時間に地域の魅力を再発見してお客様にご案内したいと考えたこと。地域密着型ホテルとして、地元を活性化させるお手伝いがで

きればという思いで全国から希望者を募ってスタートしました。

　2020年に1期生を立ち上げ、2021年に2期生が誕生。オンラインでそれぞれの店舗の取り組みを発表したり、互いに良い点を取り入れ

ながら工夫を重ねています。その成果として、個店の取り組みを他店に展開した例も。例えば旭川の「ご当地ソウルフード特集」は「あえて

お土産に選ばないかもしれない」身近なグルメをお客様にご案内したところ、SNSで紹介され話題になりました。また新居浜の「QRコード

付きGoogleMAP」は、グーグルマップとQRコードを紐付けることで飲食店や観光地の案内や交通アクセスがスマートフォンで簡単にわ

かる仕組み。このアイデアは社内のベストプラクティスに選ばれ、全国展開しました。

　2022年の目標は、オリジナルの「Ｍyご当地バッジ」を普及させること。アテンダントが自らの得意分野を表明できるバッジで、グルメや

歴史など20項目から選択できるようになっています。今後はお客様と地域を結ぶ全国のご当地結びスタの中から、特に優れたアテンダン

トを認証するなど、ご当地結びスタの活動をさらに進化させることを目指します。

　愛媛県新居浜市は工業地帯で、ビジネス目的のお客様が多いのです

が、海も山も近くおいしい名物もたくさんあります。そんな新居浜の観

光ニーズをもっと開拓しようと、以前からフロントに観光ブースを設置

してパンフレットを充実させるなど、お客様に地元の魅力を紹介していました。ご当

地結びスタに参加したのは、この活動を進化させておもてなしの向上につなげたい

という思いがあったことと、他店舗がどんな取り組みをしているのかを知る貴重なチ

ャンスだと思ったからです。私は2021年の2期生ですが、普段は他店舗のアテンダン

トと交流する機会があまりないので勉強になるだけでなく楽しんで参加できました。

さらに、私のアイデアである「QRコード付きGoogleMAP」が社内で評価され、この

夏に全国展開されたのも嬉しい驚きでした。今まで紙の地図をお渡ししていたのが、

スマートフォン1つでスムーズなご案内ができるようになり、お客様に喜んでいただけることが日々のモチベーションになっています。

今後はコロナ禍で増えているテイクアウト需要を反映させるなど、このマップをブラッシュアップするのが目標。「新居浜の観光情報

ならスーパーホテルへ！」と言われるのが私の夢です。

諸塚村との包括連携協定
かけがえのない自然を
有する美しい諸塚村

スーパーホテル新居浜 アテンダント　中村 勇貴

　2022年3月、宮崎県東臼杵郡の諸塚村と、スーパーホテルが包括連携協定を提

携しました。諸塚村は、九州山脈の中央に位置し、村の面積は9割が山林という自然

豊かな土地柄。林業立村をスローガンに山を守り、森林を創り、「自然と共生するむ

らづくり」を掲げてきました。その自然環境を生かした山間地の農林業複合への取

り組みが評価され、世界農業遺産にも認定されています。

締結記念交流事業によって
さらなる相互理解を醸成
　包括連携協定の締結にあたり、スーパーホテルの社員が諸塚村を訪れ、締結記

念交流事業が行われました。現状の取り組みや今後の展望について話し合う「意見

交換会」や現地の自然や食事を体験する「現地調査」など相互の理解を深めるプロ

グラムに加えて、3月17日には村の中央公民館にて「協定締結式」を開催。西川健村

長と社長の山本は、村の特産であるコナラで作った協定書を交わしました。この締

結式は地元メディアにも注目され、テレビや新聞などにも取り上げられました。

持続可能な村づくりを支えるスーパーホテルの取り組み
　諸塚村は、村制130年を迎えた2019年から、様々な企業や民間団体と連携して、

村の豊かな地域資源を社会的な課題解決に生かす取り組みを推進しています。ス

ーパーホテルでは今回の包括連携協定によって、宮崎県内の2店舗で宿泊の際に発

生したCO2をオフセットする「ECO泊」で、諸塚村のJ－クレジットを採用していま

す。また宮崎市内の店舗リニューアルの際に、諸塚村のFSC®認証木材を内装にふ

んだんに取り入れたり、このFSC®認証木材を利用した朝食用ボックスが全国のス

ーパーホテルで什器として使用されたり。さらには今後、スーパーホテルの社員研

修を諸塚村で実施する構想があるなど、密な関わりを構築していきます。

宮崎県

　最近の企業経営では、SDGsに配慮したエシカル
な理念が求められ始めています。そのような中、10
年以上前より「エコ・ファースト」の先進企業とし
て、地球環境のために様々な活動に取り組んでおら
れる（株）スーパーホテル様に深く敬意を表します。
　諸塚村も、豊かな森と人とが共生するために、環
境に配慮した森づくりを続けており、その森は世界
的なFSC森林認証を取得し、Ｊ-クレジットも発行し
ています。スーパーホテル様は、その認証木材をホ
テルの内装や家具に積極的に活用されているほ
か、「ECO泊」では本村のＪ-クレジットを採用され
ています。最近では廃プラスチックごみ削減のため
に、認証木材製のアメニティボックスを各店舗に設

置されました。また、新入社員研修で中山間地域の
課題や森林環境の保全などを学び、諸塚村食材の
試食体験などの様々な企画を実施し、人材育成に
注力されています。
　これらの活動を通して培った関係をより強くし、
そして、地方創生、SDGsの目標の達成などのより
大きな課題解決に取り組むため、2022年3月に、山
本社長に諸塚村へご来村の上、包括連携協定を締
結しました。
　「環境に優しい村づくり」と「Natural，Organic，
Smart」をコンセプトとした企業活動とのタイアップ
を推進し、今後とも良きパートナーとして、双方の抱
える課題に共働で取り組めることを祈念しています。

諸塚村

村長　西川 健様

St
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スーパーホテルPremier金沢駅東口 スーパーホテル京都・烏丸五条

スーパーホテル
東京・赤羽駅南口

Myご当地バッジ

スーパーホテル旭川

SDGs REPORT 2022   0605   SDGs REPORT 2022



木材の地産地消で
地域の森と産業を守る

ホテル建設で活性化

　スーパーホテルは地元で採れた木材を地元の工場で加工する「地産地消」を店舗づくりに取り入れ、SDGs推進へつなげています。地元の木

材を使えば林業が活性化し、地域の森を守ることになります。また地元の工場で家具を製作すれば、産業を守ると共に職人の伝統や想いが後

世に受け継がれていきます。そんな「木材の地産地消」に取り組んでいるのが、スーパーホテルPremier金沢駅東口。地元石川県の特産である

「能登ヒバ」を使ったテーブルをラウンジに置いています。能登ヒバは堅く、腐りにくい素材として住宅の土台や台所周り、社寺などに使われて

いる素材。この上質な能登ヒバを、地元企業に依頼して加工し、ラウンジの大きなテーブルに使用しました。地元の魅力や職人の想いを、スーパ

ーホテルが地産地消の家具を通してお客様に伝えていきます。

地域の伝統技術をインテリアに
地域のアーティストや高校生と連携して
漆喰を使った伝統芸術「鏝絵」をホテル内装に

こてえ

　2020年12月、富山県射水市にオープンしたスーパーホテル富山・射水には、

鏝絵の名人である竹内源造（1886～1942）の出身地にちなみ、5点の鏝絵が展

示されています。鏝絵とは、左官職人が壁面に漆喰を盛り上げて造形する漆喰彫

刻。宿泊するお客様がこの地に伝わる鏝絵文化に触れ、富山や射水市に親しみ

を持ってほしい。そんな思いから、内装デザインに伝統技術を取り入れました。

　１階ロビーや２階天然温泉に飾る鏝絵作品は富山で活躍するアーティストの

ご夫婦が、左官職人の協力のもとで制作。また食堂に飾られた作品は、地元の高

校生が下絵を書き教職員の方が鏝絵に仕上げました。若い人たちが関わること

は伝統を次世代へ伝える意味も大きく、スーパーホテルは地域の未来も支える

役割を果たします。

地域活性化

フードロス削減で活性化

地域活性化

TABLE FOR TWOへの寄付で
地域支援と共に世界の飢餓をなくす

TABLE FOR TWOに参加すると
1食につき20円が開発途上国の学校給食に
　認定特定非営利活動法人 TABLE FOR TWO Internationalが実施する「TABLE FOR TWO」は、「先進国で１食とるごとに、開発途上国

に１食が贈られる」という仕組みのプログラムです。TABLE FOR TWOプログラム対象のヘルシーな食事メニューや商品を選ぶと、１食につ

き20円が開発途上国の学校給食に寄付されます。世界の約80億人のうち、約8億人が飢餓や栄養失調に苦しむ一方で、20億人近くが肥満な

どの生活習慣病を抱える現代。TABLE FOR TWOは、この食の不均衡を解消し、開発途上国と先進国双方の健康を同時解決することをミッ

ションに活動しています。

朝食の食品ロスを活用し
TABLE FOR TWOへ寄付していただく仕組み
　スーパーホテル岡山駅東口では環太平洋大学（IPU)と連携。学生からスーパーホテルへの

企画提案を受け、その中の1つ「TABLE FOR TWOとの連携」を採択しました。大学生発信な

がら、グローバルを見据えた視点が評価のポイントです。ホテルでは朝食で余ったお米をおに

ぎりにして、焼き立てパンと共にラウンジで無料配布。TABLE FOR TWOの募金箱を設置し、

お気持ちを募金していただく形にしました。フードロスと飢餓問題を同時に解決できるとして、

お客様からも喜ばれています。 （IPUとの取り組みについては9ページに掲載）

朝食で残った食材を堆肥にして「食のアップサイクル」を実現
　近年、大きな問題となっているフードロス。スーパーホテル富士河口湖天然温泉では近隣農家と

連携して、朝食で廃棄される食品が無駄にならない「食のアップサイクル」を生み出しています。ま

ず、トライしたのは食物由来の素材から生まれ、肥料や飼料に利用できる食器「edish（エディッシ

ュ）」の導入。同時にコンポスト装置も設置し、使用済みのedishと共に廃棄食品をコンポストに入

れて堆肥化するシステムの実証実験を行いました。

　この堆肥を有効活用するため、近隣の農家「河口湖おおさわ園」と提携。月に2～3回、コンポストの

中身が回収されて、農園の作物づくりに活用されました。このようなつながりを持てたことで、おおさわ

園の新鮮野菜をホテルのフロントで産直販売するという試みも実現。7月にはブロッコリー、8月には

ブランドとうもろこし「富士恵味」など旬の新鮮野菜が館内に並び、お客様に好評をいただきました。

石川県金沢市 スーパーホテル岡山駅東口

地域の農家とコラボレーションして
フードロス問題の解決へ

スーパーホテル富士河口湖天然温泉

富山県射水市

　このたび、スーパーホテル富山・射水様への鏝絵
作品の展示を通し、宿泊される皆様が鏝絵文化に
触れる機会を創出していただけたことをとても嬉し
く思います。鏝絵は、ホテルがある射水市小杉地区
の特色ある文化の一つであり、地域の皆様から親
しまれています。ホテル館内で地域特有の文化に触
れることができるこの取り組みは、宿泊される皆様
に地域をより身近に感じていただく良いきっかけと

なると考えています。ホテルのすぐ近くには、竹内
源造の代表作である「双龍」をはじめ、数多くの鏝
絵作品を展示している竹内源造記念館があり、周
辺の商店街にも手づくりの鏝絵看板を掲げるお店
がいくつもあります。ホテルを利用される際には、ぜ
ひ地域に足を延ばしていただき「鏝絵のまち小杉」
を感じていただきたいと思います。

射水市竹内源造記念館

館長　杉本 一幸様

St

ak
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lder Message

差し替え予定

世界はひとつの食堂だと考える。
©TABLE FOR TWO

地域の工場で加工した地元の特産
「能登ヒバ」テーブルをラウンジに設置
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学生たちが企画提案を発表

持続可能な明日を担う
人財を育てる

　環太平洋大学は岡山県岡山市東区に拠点を置く私立大学。通称IPU
（International Pacific University）。IPUは2007年に「どこにもない大
学」を目指して開学。基本理念に「教育とスポーツの融合」「時代の求める教
育の追求」などを掲げ、将来的に社会のリーダーとして活躍するための人間
教育やキャリア教育に力を入れています。2021年、IPUからの要請によって
経済経営学部の1年生とスーパーホテル岡山駅東口がコラボレーション。授
業の一環として学生さんの学びや体験をサポートすると同時に、彼らの柔
軟なアイデアを新たなSDGsへのチャレンジに活かしました。 武蔵野市の複合機能施設と連携して

若者のSDGs学習を支援

スーパーホテルについて学び
課題を発見する大学生たち

スーパーホテル岡山駅東口が
経済経営学部１年の授業をサポート

　「SDGs実現を目指して様々な取り組みをされて
いる」とスーパーホテル様を紹介してくれたのは、
岡山駅前の藤田酒店さん。そして、IPUの学生たち
にNPO法人「TABLE FOR TWO」の活動を紹介し
てくれたのは、岡山大学の学生さんでした。このよ
うな地元の商店、企業、大学をまたいだ学生同士の
つながり、NPO法人とのコラボレーションが生み
出した授業で、学生たちはまさにSDGs17「パート
ナーシップで目標を達成しよう」を経験することが

できました。そして、その中で社会人として必要な
「主体性」「議論する力」「課題解決力」を鍛えること
ができました。御協力くださいました皆様方に心か
ら感謝申し上げます。
　さらに、授業修了後もスーパーホテル様で働く皆
様と協働して企画を実現できたことや、ホテルのお
客様に喜ばれると同時にフードロスや世界の飢餓
問題にも貢献しているという実感は、学生たちの大
きな自信と誇りに繋がっています。

環太平洋大学 経済経営学部

特任教授　鈴木真理子様

St

ak
eho
lder Message

　この取り組みは、大きく３つのフェーズで実施されました。まずは、岡山駅東口

の支配人と副支配人がIPUに出向き、スーパーホテルの概要やおもてなしへの思

いを紹介。「コロナ禍において、お客様に選ばれるホテルになるためにできること

は何か」という課題を提示しました。次に、IPUの学生たちが店舗を訪問。スーパー

ホテルを知り、課題を自分たちの目で発見するために、店舗を見学したのです。

学生からスーパーホテルへの
さまざまな企画提案
　最終のフェーズは学生からスーパーホテルへ、半期にわたって練り上げた

企画をチームごとに提案するというもの。これをスーパーホテルが講評する

という流れです。多くのユニークなアイデアが提案された発表会でしたが、中

でもNPO法人「TABLE FOR TWO」と連携して、フードロスと飢餓問題を両

面で解決するという提案を採用。早速、取り組みをスタートしています。

「スーパーホテルを訪問してみたい」
そんな若い世代の思いに応えて
　JR中央線の武蔵境駅から徒歩1分。「武蔵野市立 ひと・まち・情報 創造館 武蔵野プレイス」は武蔵

野市の公共施設で「図書・生涯学習・市民活動支援・青少年活動支援」の４つの機能を備えた施設で

す。この武蔵野プレイスを管理運営する（公財）武蔵野文化生涯学習事業団（現在）よりスーパーホテ

ル東京・JR立川北口に「青少年へ向けてSDGsへの取り組みを話してほしい」という依頼がありました。

　プロジェクトの目的は「SDGsに関心のある青少年たちが企業から直に話を聞くことで、より理

解を深め、明確なキャリアビジョンを持てるようにする」こと。これを受けて2021年8月、5名の若

者たちがスーパーホテル東京・JR立川北口を訪問。11月には彼らがこの訪問で学んだことを、武蔵

野プレイスにて発表するという成果につなげました。

「何気なく使っていたホテルですが、自
分が知らないところで、たくさんの気遣
いや工夫がなされており、それらの積
み重ねのおかげで宿泊者が快適に過
ごせるのだなと思いました。」

「ホテルの方々は細かいところにまで気
を配られていて、本当に立派に見えたし、
一流の社会人という感じがしました。」

支配人と副支配人がIPUで講義 学生たちがスーパーホテルを訪問 ＜学生たちの声＞
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株式会社スーパーホテル 代表取締役社長　山本 健策 一般社団法人バーチュデザイン 代表理事　吉高 まり氏

地域と 協働し
パーパス 経営で
拓く 未来

特 別 対 談

プロフィール（よしたか まり）
米国ミシガン大学環境・サステナビリティ
大学院（現）科学修士。慶應義塾大学大学
院政策・メディア科非常勤講師。博士（学
術）。IT企業、米投資銀行などでの勤務、
2000年三菱UFJモルガン・スタンレー証券
においてクリーン・エネルギー・ファイナン
ス部を立ち上げ。気候変動分野を中心とし
た環境金融コンサルティング業務に長年従
事。三菱UFJリサーチ＆コンサルティングに
転籍しSDGs経営、サステナブルファイナン
スについて政府・企業などに指南。

金融機関が一気に動き出し
日本もサステナビリティが加速

山本　本日は、今やあちこちで引っ張りだ
この吉高さんとお話しできるということで

楽しみにしていました。弊社でも2010年か

ら「ECO泊」ということで、スーパーホテル

にお泊りいただくことでカーボン・オフセッ

トになるビジネスモデルをスタートしまし

た。吉高さんは日本における排出権ビジネ

スを切り開いてこられた先駆者ですよね。

吉高　1992年リオで地球環境サミットが開
催された当時、ニューヨークにおり投資銀行

に勤めていました。その頃、米国では「これか

らは環境ビジネスが来る」と言い始めていま

したが、日本はまだまだバブルを引きずって

いて大きな温度差がありました。その後、帰

国し2000年に環境ビジネスについて（現）三

菱UFJモルガン・スタンレー証券に提案し、ク

リーン・エネルギー・ファイナンス部を立ち上

げました。2007年にNHK「プロフェッショナ

ル仕事の流儀」で取り上げてもらいました。

それまで社内では見向きもされなかったので

すが流れが変わりました。さらに風向きが変

わり出したのが2015年頃。この年SDGsがス

タートしパリ協定が採択、世界的にも気候変

動の影響が甚大化し、世界の金融機関も無

視できなくなってきたのです。そしてESG投資

が注目されるようになり、国内の金融機関も

一気に動き出しました。今でこそ持ち上げら

れていますが、当初私のやっていた環境ビジ

ネスはまるで同好会扱いでしたから（笑）。

山本　当社もホテル業界としてはいち早く
2001年からISO14001を認証取得し、環境を

ビジネスの中心に据えようと様々な手を打っ

てきました。きっかけは水俣市。「公害の町か

ら環境の町へ生まれ変わりたいので手を貸し

てほしい」と、当時の水俣市長から創業者の会

長に熱心に頼まれたことでした。水俣に足を

運ぶたびに、市民に笑顔が増えどんどん前向

きになり、町全体が明るくなってくる。環境には

すごい力があると実感し、これは全店舗に広

げて、ホテルを起点に地域を活性化できない

かと考えました。その後、岐阜県東白川村や宮

崎県諸塚村などとも密接に連携し、オフセッ

ト・クレジット（J-VER）購入や、地元木材を店

舗インテリアに使用したり、新入社員研修を現

地で行うなど地域と深く関わり続けています。

SDG s R E P O R T
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吉高　それは、良い取り組みですね。私も
J-VERクレジットの審査員をやっていまし

たが、森林由来のクレジットを生み出すの

は容易ではありませんが、地域ではそのク

レジットの売却代金が収益になる。クレジ

ットを購入する側も環境貢献がストーリー

として語れる、両方がWin-Winになる素晴

らしい取り組みです。最近では、地域の中

小企業でもご紹介いただいたような話が

進んでいます。ESG投資は機関投資家を対

象として始まりましたが、その後、気候変動

対応を中心に銀行のサステナブルファイナ

ンスの動きが加速しました。

　特に、日本は間接金融が中心で、大手企業

のみならず、日本で多数を占める中小企業

も、銀行から融資を受けるため銀行から評価

を得なければいけない。銀行側も、気候変動

や自然に対する負荷・保全への対応などを

融資先に対して評価せざるを得なくなってき

ました。ただ、融資の際に環境側面を評価す

ることを、これまでの銀行員の仕事とかけ離

れているため試行錯誤を始めています。

山本　吉高さんのような環境や社会課題
を理解した銀行員が日本に増えてくると、

環境を軸としたビジネスがますます広がり

心強いですね。

地域を巻き込みながら
ビジネスを展開する

吉高　環境省の脱炭素先行地域の審査員

などもやっていますが、気候変動問題など

の一般市民への浸透・広がりというのは難

しいと実感しています。そんな中、御社では

どうやって地域にアプローチされ、友好な

関係を築いているのでしょう。

山本　基本的にホテルに泊まりに来られる
お客様というのは、その地域にお仕事で来

られたり観光で来られたりと、いわばその

地域を応援する人たちです。お泊まりにな

ったお客様が「このホテル、環境にいいこと

やってるな」と帰って同僚、ご家族に伝える

と、その方たちも来ていただける。

　また、そこの土地で「こんないいホテルが

ある」と紹介してもらって、地元の人にも「こ

れまでとは違うホテルが来たな」と思ってい

ただけ、そこから地域を巻き込むプロジェク

トが生まれる。最近では、我々の方から仕掛

けをつくって提案していくことも多いです

ね。例えば、富士河口湖天然温泉店では、食

品廃材で作られた循環型食器「edish」を導

入しています。朝食時に使ってもらい、使用

後回収されたedishは生ごみと共に堆肥

化、地元の方々がそれを活用して農作物を

作り、その農作物を当ホテルでお客様に販

売するという形で、その土地で回る地産地

消のサイクルの実験を行ったりしました。

吉高　どこの企業でも社員にSDGsを浸透
させるのには苦労されています。何かモチ

ベーションが持てるインセンティブや、評価

制度などを整えられていますか。

山本　支配人総会が半年に1回あり、そこ
でSDGsに関する取り組みを表彰していま

す。例えばPremier大阪本町駅前店をはじ

めいくつかの店舗で販売する「古着deワク

チンプラン」ですね。宿泊客に古着をお持ち

いただき、途上国の子どもたちへNPO法人

を通じてポリオワクチンを届けるというも

ので、SDGsや社会課題に理解の深いお客

様から好評をいただいています。当社では、

コロナ禍以前は新入社員研修で岐阜県東

白川村に出向き、FSCの森林の下草刈り、

茶摘み体験などをした後、地元の人と町の

活性化を考えるワークショップをするなど、

地域の特性を生かした事業プランを考える

研修をしています。新入社員は都会っ子が

多く、田舎を知らない。そんな子たちが研修

後、過疎化が深刻なこの地を存続させるた

めにはどうすればよいかと危機感のスイッ

チが入るようです。

　当社としても、特産品や間伐材などの自

然資源を活用して、地域に貢献し還元する

ことでブランド形成に役立てないかと考え

ています。

吉高　普通の企業とは反対ですね。普通は
新入社員の方が、環境問題やSDGsへの関

心は高く、在籍中の、特に中堅社員以上の

関心を高めるのに苦労されています。御社

では長くエコを実践されているので、社員

のみなさんは十分意識が高く、新入社員の

方には実地を通して、さらに啓発されている

んですね。

　さまざまな活動を数字で示し、かつそれ

らをストーリーで繋げればさらに共感も増

すと思います。

さまざまな活動を数字で示し
ストーリーで繋げれば
さらに共感も増す

吉高　SDGsは17のゴールがありますが、
金融機関は、ESG投資のE（環境）では気候

変動やサーキュラーエコノミー、S（社会）は

人的資本と人権などを、企業の経営戦略と

して注目し評価しています。

山本　環境で言うと、2022年4月からプラ
スチック資源循環促進法が施行され、使い

捨て歯ブラシやコームといったプラスチッ

ク製品の部屋置きを廃止し、必要な方だけ

お取りいただいています。

　当社では以前からマイ箸や歯ブラシをご

持参いただいたお客様にご当地のお菓子

などをプレゼントする「エコひいき」という

取り組みを行っていました。ただ、製造業で

あれば、CO2削減のために機械や装置を導

入するなどやりようもあるのでしょうが、サ

ービス業でできるCO2削減は限られます。

水・光熱費の削減などやれることは全部

やって、後はお客様に協力してもらうこと

が重要になってきます。もちろん強要する

のでなく、共感と感謝が大切です。特に女性

のお客様に「エコにご協力いただきありが

とうございます」と言うと喜ばれますね。

吉高　お客様の声やCO2排出削減と紐づ
けて、数字で示せれば、企業価値として語る

ことができます。お願いしたいのは、「過去

これをやってきたので、その実績を踏まえて

今後はこれができる」ということも言ってい

ただきたいのです。日本企業は慎重なのか、

なかなかそういうことを言わない。「SDGs

レポート」を拝見して、さまざまな良い取り

組みをされているのにもったいないと感じ

ました。食品ロスやプラスチックの使用削

減、CO2排出削減、地域貢献などいろいろ

されていて、どれもすごくいいのですが、ス

ーパーホテルとしての全体のストーリーと

いうものがあるとわかりやすいのではない

でしょうか。

山本　良いアドバイスをありがとうござい
ます。まだ手探りなところもありますが、ぜ

ひ生かしていきたいと思います。

※エシカル就活：エシカル就活は、社会課題解決に取り組む学生と企業をつなぐ、就活プラットフォーム

社会から求められる
「あるべき姿」にいかに応えるか
が本来のパーパス経営

吉高　大学でZ世代と言われる学生たちと
接していると、優秀な人ほどSDGsへの関

心や環境意識が高いと感じます。どこの業

界も人材難ですが、エシカル就活※に注目

が集まっており、そういう企業が就職先とし

て人気が出てきているようです。

山本　最近、学生さんが弊社ホテルでアル
バイトをしてコンセプトが気に入ってその

まま就職するというのが増えてきています。

「こういう採用方法があるんだ」と気付き、

どんどん仕掛けていこうかと。アルバイトで

も優秀だったらブロンズ・シルバーなどラ

ンクが上がり、ゴールドまで到達する学生

もいるのです。もったいないのは、我々の仕

組みの中でステップアップした学生がフラ

イトアテンダントになったり、大企業に就職

しているのです。そういう金の卵を当社に迎

えるには、待遇や条件だけでなく会社の理

念をしっかりと伝え、早くからエンゲージメ

ントする必要があるでしょう。

吉高　アルバイトからでもちゃんとステップ
アップできるっていいですね。正規、非正規

も同等に重視する。人的資本はまさにそう

いうことです。最近注目されるパーパス（企

業の存在意義）経営とは、大抵の企業は「自

分たちがこうありたい、こうあるべき」を考え

るのですが、存在意義とは「社会があなたの

会社にどうあってほしいのか」という問い

に、いかに答えるかです。SDGsのうちのど

れが自分たちの本業と一番シナジーがある

かという重要事項（マテリアリティ）を決め、

経営戦略として、優先順位を付けて経営を

考えるということです。まさに今、社長が言

われたように、若い世代の思いに応えること

がパーパスを強めており、それこそがパーパ

ス経営です。今お話を聞いていて、もっとス

ーパーホテルのパーパス経営について強調

して発信された方がいいなと思いました。

　スーパーホテルの魅力をたくさんうかが

えたので、出張時にはぜひエコなスーパー

ホテルを利用させていただきます。

山本　本日は示唆に富んだお話をたくさん
ありがとうございました。ぜひ、今後の経営

に生かしていきたいと思います。

地域と協働しパーパス経営で拓く未来特 別 対 談
SDG s R E P O R T
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カーボンニュートラル
への挑戦
　2020年、政府は2050年までに温室効果ガスの排出を
全体としてゼロにするカーボンニュートラルを目指すこと
を宣言しました。スーパーホテルにおいても「自社が出す
CO2に責任を持つ」という考えに基づき、宿泊に伴って発
生するCO2をお客様に代わってカーボン・オフセット※した
り、再生可能エネルギーによって発電された自然エネルギ
ーを導入する「グリーン電力証書」の購入などで、2043年
を目標にカーボンニュートラルに取り組みます。業界唯一
のエコ・ファースト企業として、脱炭素社会の実現をリードし
ていきます。

お客様と共に取り組む脱炭素活動が評価

「第22回グリーン購入大賞」優秀賞を受賞
　グリーン購入大賞とは、環境保護やSDGsの目標達成に寄与する

企業の取り組みを評価し表彰する制度。スーパーホテルは第22回

の審査において、優秀賞を受賞しました。対象となった取り組みは、

カーボン・オフセット付き宿泊サー

ビス「ECO泊」。CO2削減や地域連

携、消費者への環境負荷削減の啓発

が評価されました。

　2021年7月に新店オープンした「スーパーホテル
富士河口湖天然温泉」の朝食ビュッフェにて、edish
の実証実験として採用いただきました。
　当時まだ実績はほとんどなく、現場の従業員の
方にはご迷惑をおかけすることもありましたが、ス
ーパーホテル様の環境に対する高い意識のお陰で
問題を克服し、edishが理想とする循環を実現する
ことができました。使用後は残飯と一緒にコンポス
ト装置で堆肥化し、その堆肥は地元のおおさわ園
様にお使いいただくという循環の実現です。
　また、今回の試験運用にて「食事をした後のedish

がコンポスト処理後に土に戻せる」というコンセプ
トが宿泊されたお客様に伝わり、宿泊WEBサイト
の口コミで一般の方から食器に関するご評価をい
ただけるようになったことは、我々にとって大きな
意味がありました。
　堆肥を受け入れていただいたおおさわ園様の野
菜がスーパーホテル様で販売されるなど、地域との
連携も取ることができ、今回の試験運用で培った
富士河口湖循環モデルを参考に、edishを拡大して
いければと考えております。

丸紅株式会社
パッケージ事業部
パッケージ事業課

担当課長　簗瀬 啓太様

St
ak
eho
lder Message

　2022年4月から施行された「プラスチックに係る資源循環の促進等に関

する法律」（略して「プラスチック資源循環法」）に合わせて、スーパーホテ

ルではアメニティの歯ブラシやカミソリ、クシなどを客室に置かず、フロン

トで必要なお客様だけに提供するようになりました。その際、アテンダント

から「環境活動の一環です」と、積極的に声がけすることを心がけ、お客様

の理解や賛同につなげています。

　スーパーホテルでは以前より、客室の歯ブラシを未使用で返却いただい

たお客様には、ささやかなお菓子を進呈しており、今回の法改正にも無理な

く対応できました。小さなことからゴミを減らし、環境保全への貢献へつな

げていく取り組みを、これからも様々な工夫で展開していきたいと考えます。

プラスチック削減を目指し
アメニティの提供方法を変更

　edish（エディッシュ）とは2020年7月に丸紅（株）が始めた取り組み

で、これまでほとんど用途がなかった食品の皮や芯などの食品廃材（コ

ーヒーやカカオの粕）を、独自の技術で成形した食器です。ナチュラルだ

から安心で安全、自然な香りで料理のおいしさを引き立てるだけでな

く、植物由来の栄養価を活かして資料や肥料に生まれ変わるという画期

的な製品です。

　スーパーホテル富士河口湖天然温泉をはじめとした一部店舗では、

朝食ビュッフェでこのedishを使用しています。食品廃材の有効利用に

加え、洗う必要がないので節水効果があり、更に一部店舗ではedishも

食べ残しもまるごとコンポストで堆肥化させ、農家や肥料事業者に提供

するという実証実験も行いました。「使い捨て」ではなく「生まれ変わり」

というアップサイクルで循環型社会に貢献します。

生まれ変わって、また食物へと連鎖する
究極のエコ食器「edish」を採用

※CO2の排出量に見合うだけの森林整備やクリーンエネルギー事業への
　投資により、排出したCO2をオフセット（相殺）すること

スーパーホテル富士河口湖天然温泉

ECO泊にご協力いただき

カーボン・オフセットを実現
18,069t -CO2の

18,069t
CO2排出量EC

O泊
により排出されたCO

2

森林整備などの
クリーンエネルギー事業へ

2021年度は2,544,369泊のECO泊に

ご協力いただき、18,069t-CO2のカー

ボン・オフセットを実現しております。今

後もお客様によりご協力いただけるよ

うに推進して参ります。

カーボン・オフセット

（約2,053haの森林）
※東京ドーム約439個分

約1,282,899本分

18,069t
のCO2を吸収

スギの木
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スーパーホテルの環境マネジメント

株式会社スーパーホテルは、地球環境の保全が人類共通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。

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。

環境マネジメント
の推進体制

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。

環境理念

日本は2050年に温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、カーボンニュート
ラルにより、脱炭素社会の実現を目指すという目標を示しており、スーパーホテル
もこの目標に取り組んで参ります。2030年度に2019年度比で46.2％削減する「エ
コ・ファーストの約束」を公表しています。2021年はコロナの影響からの回復や店
舗の増加によりCO2総排出量は増加となりました。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。

脱炭素社会の実現に向けたCO2排出量の「成果」と「目標」

環境負荷の全体像

エネルギー投入量

47,788千kWh
電力

4,495千m3

ガス

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・物質投入量は増加しましたが、いず
れも微増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・水道使用量は減少しています。

歯ブラシ

廃棄物排出量

トイレットペーパー

カーボン・オフセット後の温室効果ガス排出量

太陽光発電の活用量

15,653 t-CO2

6,300,236 kWh

カーボン・
オフセット

2,846,000本前年度排出量

5.5%
増加

前年度比

33.2%
増加

前年度比

4.0%
減少

前年度比2,733,000本

490,980個

368,500個前年度排出量

発電

1,488
水

水資源投入量

千m3

物質投入量

1 1,497
コピー用紙

千枚

カーボン・オフセット

ECO泊数

全宿泊数

18,069 t-CO2

2,544,369 泊

4,748,636 泊

清掃不要のお申し出

歯ブラシのご返納

マイ箸の提示

434,095 件

754,037 件

1,827 件

2021年4月～2022年3月（4拠点）

2021年度の成果
（CO2排出量 ）

2022年

2019年 14,033 t-CO2

12,265 t-CO2

2022年度の目標
（CO2排出量 ）

12.6%
削減

2019年比

2021年

2019年 14,033 t-CO2

15,653 t-CO2

11.5%
増加

2019年比

■2021年度その他の実数

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を
受けます。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。

エコ・ファースト企業とは

1 脱炭素社会実現のために、事業活動におけるCO2排出量を削減します

2 自然との共生実現のために、生物多様性の保全に向けた活動に取り組みます

3 社員一人一人が環境意識向上に努め、お客様を巻き込んだ環境保全活動に取り組みます

株式会社スーパーホテルは、上記取り組みの進捗状況を定期的に確認し、その結果について環境省に報告するとともに、ホームページなどを通して公表して参ります。

私たちはホテル業界唯一の
環境大臣認定エコ・ファースト企業です

●2012年度より、オーガニックサラダを始め特別栽培米・有機大豆
を使用した醤油の導入など、順次環境配慮農産物を使用した食品
を導入しております。

●新規開業店舗における地産木材を使用した家具の導入や、以前よ
り取り組んでいるFSC認証材を使用した備品の導入など、継続し
て林業従事者を含む地域創生に貢献して参ります。

●コロナの影響により現地での研修は開催できませんでしたが、新
入社員研修で宮崎県諸塚村のオンラインスタディツアーを実施致
しました。また、同村とは包括連携協定も結び、今後も連携し生物
多様性の保全に向けた取り組みを進めて参ります。

●カーボン・オフセット調整後の排出量が15,653t-CO2となり、2019
年度比で11.5％増の結果となりました。1店舗当たりの排出量は減
少致しましたが総量は増加しております。今期より更なる再生可能
エネルギーの導入等を進め、総量の削減に努めて参ります。

●2021年度は2,544,369泊のECO泊にご協力いただきき、
18,069 t-CO2のカーボン・オフセットを実現しております。

●カーボン・オフセットの信頼性確保のために、(財)日本品質保証
機構より第三者認証を取得しております。

●2021年度は清掃不要のお申し出に754,037件(人)のご協力を
いただきました。これは、ご連泊の42.68％にあたります。今後も
より一層推進し、客室清掃で必要な水の削減に取り組みます。

●引き続き、eco検定®を社内推奨資格として推進して参ります。社員
の取得率は94.16%(22年9月現在)となっています。
●本誌P9～10で掲載させていただきました通りスーパーホテルの
SDGsに関する取り組みを学習していただく機会を設けることが出
来ました。引き続き、連携先を増やせるように努めて参ります。

●館内・ホームページでのCOOL CHOICE活動の普及啓発を継続
して行っております。
　また公式SNS等を通し、実際にホテルにご宿泊されるお客様以外
にも取り組みをＰＲして参ります。

スーパーホテル  3つの約束 進捗状況

●再生可能エネルギーの導入や電力証書の導入、カーボン・オフセットの活用
を推進し、2030年度までにホテルのCO2総排出量46.2%のCO2削減(2019
年度比)、2043年度にカーボン・ニュートラルを目指します。

●公式ホームページからご予約いただいた宿泊に対して、宿泊時に発生する
CO2排出量の100％をカーボン・オフセットする「ECO泊」を推奨し、ビジネ
スや観光におけるエコ旅行を推進します。

●「ECO泊」におけるカーボン・オフセットの信頼性を確保するために、第三者
認証を毎年取得します。

●連泊時に清掃を行わない活動「エコひいき」を一層推進し、1回の客室清掃
で必要な水約7ℓ、リネン洗濯における水約14ℓ（CO2排出量0.07㎏）の削
減を推進します。

●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。

●朝食において環境配慮農産物（オーガニック野菜、特別栽培米、有機・特別
栽培食材等）を全店で積極的に導入します。

●国産木材をホテル内の備品や内装などに積極的に活用し、林業やそれに携
わる地域創生に貢献します。

●中山間地域で行う社員研修や地域でのボランティア活動など、自治体・
NPO・地域コミュニティなどと連携して実施し、森林環境の保全・生物多様
性の配慮に取り組みます。

●社員の環境意識向上に努め、eco検定(環境社会検定試験)®取得を推進し
全社員合格を目指し、社員一人一人が事業活動におけるさまざまな環境活
動に取り組みます。(取得率92.86％　21年3月時点)

●ホテルの立地する地域の子供たちや学生に向け、ホテルが取り組む環境保全
活動を学習する機会を設け、環境意識の醸成に貢献していきます。

●FUN TO SHAREやCOOL CHOICEの活動に賛同し、ホームページ・公式
SNS等を通し、SDGsの取り組みや魅力を伝えることで、家庭や会社でできる
環境負荷低減活動を啓発します。

●お客様一人一人にホテルフロントにて「ECO泊」「エコひいき」の案内を積極
的に実施し、環境負荷低減の啓発活動を推進します。
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店舗それぞれの
自由な取り組みを応援
　スーパーホテルが従業員に求めるのは「自律型感動人間」であること。自ら考え主体的に行動し、そこから発信された想いを周りに普及

させる、そして、人や社会の心を震わせるような大きな渦へと変えていく…そんなエネルギーを持った人を、常に応援しています。

　コロナ禍で様々なことが停滞してしまった時、各個店の従業員たちはこの時間をチャンスと捉えてそれぞれができるSDGsに取り組みました。

例えば、岡山駅東口では地元の飲食店と提携して、ウェルカムバーでお惣菜やお弁当を販売。地域活性化とフードロス対策を実現しました。御

殿場Ⅱ号館ではお客様にお持ちいただいた古着を寄付して、開発途上国にポリオワクチンを届ける「古着deワクチンプラン」を展開。広島天然温

泉・薬研堀通りでは、広島平和記念公園に届く折り鶴の再生紙で作ったウェルカムカードや名刺を使用しています。

　その他にも社会課題を解決するためのプランは店舗ごとに数多くあり、すべて従業員が自発的に考えて実現したものばかり。自らのアイ

デアと行動力でSDGsに取り組む従業員たちをスーパーホテルは全面的にバックアップしています。

　新人研修や社内の昇格試験、またアテンダントのおもてなし力向上のために、

スーパーホテルでは様々なオンライン研修を実施しています。コロナ禍で人を集

めてのセミナーや講座を開催しにくい状況の中、時間や場所に縛られないオン

ライン研修は参加者からも好評です。

滋賀・草津国道1号沿店の最終日、休
日だったアテンダントや清掃会社の
方々、常連のお客様が皆さんそろって
サプライズのお別れ会をしてくれた
ことは忘れません。色々な人に助けら
れてきたこと、誠実に信頼関係を積
み上げれば、こんなプレゼントをもら
えるのだと実感した出来事でした。

グッへー村で育つ子ども達が誇りを
持って生きられるように、夢は叶うの
だと希望を持てるように、藍染めを通
して産業を作っていきたいと思って
います。このプロジェクトに応募しな
ければ、こんなに早く工房を持てなか
ったでしょう。スーパーホテルには感
謝しかありません。

「Super Dream Project®」とは将来、独立・起業の夢をサポートするスーパ
ーホテル独自の制度。夫婦やカップルなど２人１組が支配人・副支配人とし
てスーパーホテルを経営し、独立資金を貯めたり経営ノウハウと自信をつけ
ることができるシステムです。

様々なオンライン研修

　より良いおもてなしのために2012年から継続している接客コンテスト「スーパー

ホテルグランプリ」。コロナ禍で2020年が中止になり、2年ぶりの大会が2021年に開

催されました。コロナ禍のため1次予選をオンライン、2次予選を動画審査で実施。本

選は本社で行われ、感染防止対策の上、人数制限を設けましたが、リアルタイムで全

店とつながるというメリットがありました。また出場者へチャットでリアルタイムにコ

メントを送信してもらい、司会者が紹介するなど双方向のコミュニケーションで大会

を盛り上げました。

　グランプリ金賞は、御殿場Ⅱ号館の松岡さん。現在、アテンダントからインストラク

ターへステップアップし、2022年より全国を回って接客サポートに努めています。

Super Dream Project® とは

日本の伝統技術、藍染め工房を故郷タイにオープン
「環境・健康・社会」を合言葉に故郷の発展に貢献したい

　バンコクから500km以上離れたグッへー村に、野口直樹さんと

妻のムーさんが手織りと藍染めの工房「SILK&HOPE」を立ち上げ

たのは2020年。「ここは妻の故郷で、私達が知り合った大学生の頃

から彼女は、国費で留学した自分の使命は、いずれタイに帰って地

元に貢献することだと言っていました。だから卒業後、資金を貯め

て移住することにしたんです」と野口さん。そんな二人が選んだの

がスーパーホテルのベンチャー支配人制度。「社会人経験も接客業

の経験もなく、不安しかなかった」という中、夢のために一歩踏み出

したのは2013年でした。

　最初に着任した鳥取駅北口店でホテル経営の厳しさを身にしみ

て知ったという二人。「肩に力が入りすぎて周囲が見えず、お客様や

従業員の気持ちに寄り添えなかった。半年目くらいに一から接し方

を見直し、少しずつ経営も安定していき2年間が過ぎました」。その

後、海外の店舗を経て、滋賀・草津国道1号沿店に移り、この店舗で

4年間の任期を経験。資金も貯まったことから具体的な起業準備と

いう次のステップへ進み、今日に至ります。

　スーパーホテルの支配人・副支配人として過ごした日々について

野口さんは言います。「この7年間がなければ今の自分達はいない

でしょう。ビジネスの基本、接客のノウハウ、数値管理について…

起業につながる全てを学びました。知識以上に、自律型感動人間

というスーパーホテルの方針に触れたことも大きかったですね。

アイデアを思いついたらすぐ形にする。お客様に対しても、言葉だけ

でなく行動で示す。行動力こそが最も大事なのだと知ることができた

からです」。工房の開設から1年以上が過ぎ、近頃は「SILK&HOPE」

の名前や製品の知名度が少しずつ上がっているそう。「工房のコン

セプトは“環境・健康・社会”。スーパーホテルの理念に大きな影響

を受けていますね。私達にとってかけがえのない経験でした」。

野口直樹さん

ムーさん

●初期投資０円でスタート。快適な住環境も提供
●独立後に役立つ経営ノウハウが学べる
●報酬は４年間で4,650万円以上＋奨励金＋業績報奨金
　（アテンダント補助費用含む／100室規模の場合）
●5年目以降もホテル経営を続ける「ベンチャー支配人FC」も

住所：3/1 Moo 2, Khudhea Naklang 
　　  Nongbualamphu 39170
WEB：https://silk-hope.bentoweb.com/jp

店舗DATA

藍染工房 「SILK & HOPE」

独立開業の夢を叶える　Super Dream Project®

オンラインとのハイブリッド
で接客グランプリ
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スーパーホテルとSDGsの歩み

・ISO14001認証取得開始
・客室エアコンを集中方式から個別方式に変更するなど、環境負荷の低減を経営重要課題に掲げて取り組みスタート
・客室のゴミの分別や、節水型シャワーヘッドの全店導入などゴミ、電力、水の資源対策の実施
・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した環境活動「エコひいき活動」をスタート
・Lohasシリーズ1号店であるスーパーホテルLohas JR奈良駅がオープン
・「ECO泊」によるカーボン・オフセットを開始し、環境省の「カーボン・オフセットモデル事業」に選ばれる

2001年
2002年
2003年
2008年
2009年
2010年

・ECO泊におけるカーボン・オフセット割合を50％に
・朝食にオーガニック野菜サラダやオリジナルドレッシングを提供開始
・三重県伊賀市に巨大太陽光パネルを設置し、再生可能エネルギー事業を開始
・「健康＋環境」をコンセプトにした現スーパーホテルPremier東京駅八重洲中央口  
  がオープン
・ECO泊におけるカーボン・オフセット割合を100％に
・アライバルカードのペーパーレス化を進めるエコチェックインの開始

2012年

2013年

2014年

・FSC認証を受けた間伐材を使用した客室備品の
  導入開始
・第6回カーボン・オフセット大賞 環境大臣賞を受賞
・滋賀県甲賀市で2つ目のメガソーラーが稼働
・えるぼし企業に認定
・（株）スーパーホテルクリーンを設立し
  海外人材採用を本格化
・バイオ生ゴミ処理機による資源循環サイクルを
  開始（スーパーホテルPremier武蔵小杉駅前）
・第12回 日本パートナーシップ大賞グランプリを受賞
・宮崎県諸塚村産のFSC認証木材を使用したリニューアルを実施
  （スーパーホテル宮崎天然温泉）

2015年

2016年

2017年

2018年

・木材の地産地消で地域の森を活性化する店舗づくり
を開始
・地域グルメと宿泊をコラボレーションさせた「食と泊」
プロジェクト展開

2019年

・コロナ禍で各店舗それぞれが独自の
SDGs活動を推進
・アテンダントが地域の魅力を発信する
「ご当地結びスタ」スタート
・宮崎県諸塚村と包括連携協定を提携

2021年

2022年

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への取り組みを重要課題に掲げる
ようにトイレットペーパーやコピー紙を再生紙に切り替えたり、IT化によるペーパーレスを実施し始めました。

環境活動をスタート

第三者意見

社会からの評価

大和田  順子 教授  
同志社大学  総合政策科学研究科　
ソーシャル・イノベーションコース

おおわだ じゅんこ

　本年の「SDGs REPORT」トップインタビューで山本梁介会長
は、全国各地のスーパーホテルが地域の一員として地域経済に貢
献する存在であることに改めて言及しています。「ホテルでゆっくり
休んで英気を養ったお客様が、その地でビジネスを盛り上げていた
だく、あるいは観光にお越しいただいたのであれば、その土地の名
所・旧跡、郷土料理を楽しんだりスポーツや芸術の魅力を味わって
いただく。そうして地域の応援団となられた方々が、地域経済も豊
かにしていくのだと思います。このような地域貢献の好循環に自分
たちも一役買っている」と。日頃からのトップの姿勢や、自律型感動
人間を育成する従業員教育は、自発的な取り組みを促します。
　特にコロナ禍を経て、宿泊特化型のホテルが地域経済に貢献出
来ることとして従業員から考案された「ご当地結びスタ」は、アテン
ダントがホテル周辺の観光地や飲食店などの情報を宿泊客に届け
るものであり評価できます。近年、都市部のゲストハウスでもホスト
の趣味や人柄で選ぶ旅が注目されています。スーパーホテルでも
「ご当地結びスタ」や各店独自のSDGsの取り組みが広がり、支配人
やアテンダントの個性が店舗の魅力になりはじめていると考えられ
ます。支配人やアテンダント一人一人が、地域、地球、人をいかに大
切にしているか、接客を通じて伝えるライフスタイルホテルに変化し
つつあるのではないでしょうか。そうした各店の取り組みもホーム
ページやインスタグラムで発信していくことが効果的でしょう。
　2022年3月、宮崎県東臼杵郡の諸塚村と、スーパーホテルは包
括連携協定を締結しました。諸塚村は村の面積は9割が山林であ
り、その森林はFSC認証を得て持続可能な管理が行われています。
すでに2019年から宮崎県内の2店舗で宿泊に伴うCO2を諸塚村の
J－クレジットでオフセットする取り組みは先進的です。同村は2022

年の台風14号では大きな被害を受けましたが、村の復興への貢献
が期待されます。木材の利用に関しては、新規開業店舗における地
産木材を使用した家具の導入や、FSC認証材を使用した備品の導
入など以前より取り組まれていますが、さらに木造のホテル建設な
ど踏み込んだ取り組みについて検討することが期待されます。　　
　今年4月22日に「環境と調和のとれた食料システムの確立のため
の環境負荷低減事業活動の促進等に関する法律（みどりの食料シ
ステム法）」が成立し、7月1日に施行されました。この法律は、環境と
調和のとれた食料システムの確立に関する基本理念等を定めると
ともに、農林漁業及び食品産業の持続的な発展、環境への負荷の
少ない健全な経済の発展等を図るものです。具体的には2050年ま
でに農地の25％、100万ヘクタールを有機農業に転換することを目
標に掲げています。その実現に向けて、生産者・事業者・消費者のそ
れぞれに取り組みが求められます。スーパーホテルでは、2012年度
より、オーガニックサラダを始め特別栽培米・有機大豆を使用した
醤油の導入など、環境配慮農産物を使用した食品を導入しており、
その先進性は高く評価できます。さらにホテル内でも「みどりの食料
システム」に関する普及啓発に努めることが期待されます。
　また、令和４年版の『環境白書』のテーマは、グリーン社会の実現
に向けて変える私たちの地域とライフスタイル～私たちの変革から
起こす脱炭素ドミノ～です。「脱炭素」、「循環経済」「分散・自然共
生」という多角的な切り口によるアプローチで、地域のSDGsやライ
フスタイルを転換し、私たちや将来世代が安心して暮らすことがで
きるグリーン社会を作っていくことを目指すと書かれています。
　カーボン・オフセット付き宿泊サービス「ECO泊」をはじめ、トー
タルでのCO2削減や地域連携、消費者への環境負荷削減の啓発活
動が表彰されるなど高く評価されています。今後も2030年のCO2
約半減、2050年のカーボンニュートラル目標達成に向けて着実に
取り組みを進めてください。また、ホテル業界で唯一のエコ・ファー
スト企業として脱炭素、循環経済、自然共生に関する一層の取り組
みが期待されます。

○第1回 日本サービス大賞  
　優秀賞（SPRING賞）
　サービス産業生産性協議会（2016年6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）

○地域未来牽引企業 選定
　経済産業省（2017年12月）

○第9回「日本でいちばん
　大切にしたい会社」大賞
　審査委員会特別賞
　人を大切にする経営学会（2019年3月）

○第6回 カーボン・オフセット大賞  環境大臣賞
　カーボン・オフセット推進ネットワーク（2016年12月）

○エコマークホテル認定
　スーパーホテルPremier銀座 他7店舗
　公益財団法人 日本環境協会（2019年9月）

○2009年度・2015年度  日本経営品質賞
　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）

○環境大臣認定エコ・ファースト企業
　環境省（2011年4月）

○平成22年度地球温暖化防止活動環境大臣賞
　環境省（2010年12月）

○DBJ 環境格付2011 認定
　DBJ 日本政策投資銀行(2011年12月）

○第22回グリーン購入大賞　優秀賞
　グリーン購入ネットワーク(2021年11月）

○ワットセンスアワード2012〈アクション部門〉
　環境大臣賞（2013年4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）

気候変動アクション環境大臣表彰
普及・促進部門

環境省
（2020年11月）

公益社団法人企業情報化協会
（2019年9月）

2019年度(第6回) 
サービス･ホスピタリティ･
アワード　優秀賞

 
 

おもてなし規格認証
紫認証

J.D.パワー2021
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
＜エコノミーホテル部門＞”
（2014～2021年 7年連続）

J.D. パワー2014-2021年ホテル宿泊客満足度調査。※調査実施
年ベース(2020年は調査実施なし)。当部門の調査対象は正規料
金の最多価格帯9,000円未満かつ最多客室面積が15㎡未満。
2021年調査は直近１年間に宿泊したホテルに関して3,312名か
らの回答による。  Jdpower-japan.com

経済産業省創設
サービスデザイン推進協議会

現Premier東京駅八重洲中央口（2018年）
Lohas JR奈良駅（2020年）

2001年

国連サミットで採択された「Sustainable Development Goals（持続可能な開発目標）」は
SDGsといわれ、17の目標と169のターゲットで構成。地球や社会が直面する様々な課題を解決
する道標として全世界で認知されつつあります。スーパーホテルもSDGsへの取り組みを表明

SDGsへの取り組み2015年

・新しいホテルコンセプト「Natural, Organic, Smart」を展開
・おもてなしの科学化で高品質接客モデルへ挑戦開始
・スーパーホテルPremier銀座オープン

ブランドイメージの刷新2018年

・新型コロナ発生にあたり、大阪で第一号の宿泊療養施設に
  （スーパーホテル大阪天然温泉）
・医学博士指導のもとで館内や従業員の防疫対策を徹底
・可能な範囲でのリモートワークの推進

コロナ禍における挑戦2020年

環境省創設の「エコ・ファースト制度」において
ホテル業界初の「エコ・ファースト企業」に認定

エコ・ファースト企業に認定2011年

Lohas JR奈良駅

三重県、滋賀県の再生可能エネルギー事業
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