


LOHAS REPORT 2012 ● 21 ● LOHAS REPORT 2012



パートナーシップが実現するもの

司会　2012年に東京・大塚、そして2013年に八重洲。清

和綜合建物はスーパーホテルのオーナーとしてパートナーシ

ップを築いていかれます。青木会長はなぜスーパーホテルと

の事業提携を決断されたのですか？

青木　ホテル経営の既成概念にとらわれない、斬新な企業
哲学に大きな感銘を受けたからです。ホテルにはラグジュア
リーからビジネスまで様々なクラスが存在し、それぞれの価
格帯の中で最高のコストパフォーマンスを実現しなければな
らない。山本会長は、そのバランス感覚が素晴らしいと思い
ます。過剰を排したミニマムな設備やサービス体制でありな
がら、眠りや食事には徹底してこだわり、環境という新しい

テーマでお客様の共感に訴える…ここまで「やること」と「や
らないこと」を明確にする、選択と集中のバランスが研ぎ澄
まされた企業は、多くはないでしょう。
山本　ありがとうございます。青木会長とは経営に対する考
え方が似ていると私も感じています。例えば清和綜合建物の
「虎ノ門清和ビル」が2011年に日本政策投資銀行のグリー
ンビルディング認証制度でゴールド認証を取得されました
ね。経営理念に「LOHAS」を掲げる当社と、同じ方向を見て
おられるのではないでしょうか。
司会　ゴールド認証の審査基準は非常に厳しいことが知ら

れています。それはスーパーホテルにおける「エコ・ファース

ト企業」認定と同じ、企業努力の賜ですね。両社がパートナ

ーシップを組む「スーパーホテル東京・大塚」「スーパーホテ
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トップ対談

プロフィール ● あおき・よしろう
1997年  第一勧業銀行（現みずほ銀行）取締役ニューヨーク支店長
1998年  同行常務取締役
2001年  同行代表取締役専務取締役
2002年  みずほ銀行専務取締役
2004年  みずほ総合研究所代表取締役副社長
2005年  清和綜合建物代表取締役社長を経て現在に至る

司会・進行役／大和田 順子氏
一般社団法人ロハス・ビジネス・アライアンス（LBA）
共同代表。NPO法人女子教育奨励会(JKSK）理事。
主著に『ロハスビジネス』（朝日新書）、『アグリ・コミュ
ニティビジネス』（学芸出版社）など。

ル八重洲」は、環境配慮においてどのようなポイントがある

のでしょうか？

青木　調湿や消臭効果に優れた自然素材、珪藻土を積極的
に取り入れることです。もともとスーパーホテルは珪藻土を
使用しておられ、今回も山本会長からご提案がありました。
私自身も珪藻土を使った部屋にいると、何ともいえない心地
良さを感じたり、気持ちが落ち着いたりして、すっかり魅せら
れてしまいました。
山本　八重洲については、再生可能エネルギーシステムの導
入も視野に入れたいと思います。環境負荷が少ないクリーン
エネルギーを活用するというだけでなく、東日本大震災を経
験したことで、独立電源を持つことも我々にとって喫緊の課
題だと感じたからです。

震災体験から得たノウハウを共有する

司会　東日本大震災がもたらした意識変化は、やはり大き

なものでしたか？ 例えば防災対策や地域連携において、新

たに注目すべき取り組みはありますか？

青木　実は、あまり変わっていません。というのは当社はもと
もと防災については「Be prepared（用意周到な準備）」をモ
ットーにした入念な取り組みを心掛けてきたからです。備え
があれば想定外はありませんから。ビルの防火訓練にしても
形だけでなく実際に煙を充満させるなど実践的なシミュレー
ションによって対応力を鍛えています。
司会　その姿勢が評価され、2012年に不動産会社では初

の日本政策投資銀行による「DBJ BCM格付」を取得されま

清和綜合建物は、日本政策投資銀行のグリーンビルディング認証で、所有するビルが極めて優れた環境・社会へ

の配慮がなされているとして「ゴールド」の評価を取得するなど、環境への取り組みを強く打ち出す不動産企業。

スーパーホテルは同社とパートナーシップを組み、新たなホテル建設へ乗り出しています。環境経営をスローガン

に掲げる両社が手を携えることで実現できるものは何か…青木芳郎会長をお迎えして対談を行いました。
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したね。スーパーホテルにおいては、いかがですか？

山本　実際に被災した東北エリア支店の経験を、組織全体
の中で共有する試みを進めています。前例のない状況の中
で、何が必要とされたのか。これまでのマニュアルはどこを
改善すべきなのか。従業員達が現場で培ったノウハウを、発
表会などを通じてシェアします。
青木　地震発生後、お客様を閉め出してしまったホテルが多
い中で、スーパーホテルは避難所として人々を受け入れ、水
や食料の提供などあらゆる支援を惜しまなかったと聞いて
います。
山本　全て現場の判断で行ったことです。現地の方々には
非常に喜んでいただき、東北における我々の認知度や好感
度が大きくアップしました。
青木　御社の従業員教育が、いかに自律型の人材を育成し
ているか証明されたわけですね。自らの頭で考え、物事にコ

ミットする人材…それこそが20世紀型から21世紀型への社
会の転換期に必要とされていると思います。

21世紀のラグジュアリーはLOHAS

司会　21世紀型とは、どういう社会だとお考えでしょうか？

青木　人口も経済も右肩上がりで利益を追求してきた20世
紀から、一人ひとりの幸福や感動を重視する21世紀型へ…
そんな大きなパラダイムシフトが、あらゆる業界で起こるので
はないでしょうか。スーパーホテルが以前から掲げておられ
るLOHASも、20世紀には若干先取りの傾向がありましたが、
もはや当たり前になりつつあります。この21世紀型アプロー
チのカギを握るのは、女性でしょう。女性の感性を持って先を
読めることが、時代のニーズに応えられることだと思います。
司会　スーパーホテルにも女性専用のフロアやサービスがあ

りますね。山本会長は、21世紀型社会について同じお考えで

すか？

山本　はい、同感です。20世紀のラグジュアリーは、豪華な
内装や食事など文字通り贅沢を意味するものでした。しかし
私は、21世紀のラグジュアリーはLOHASだと考えているの
です。自然や社会に良いことをする、自分自身が健康になる
…それこそが現代の至福であると。人間の脳から至福のホ
ルモンが放出されるのは「人のために、世の中のために」行
動をした時だと、心理学の本で読んだことがあります。21世
紀型の企業として、このような価値観を実体験できるホテル
づくりを目指しています。
青木　なるほど、「非日常と日常」という言葉で置き換えれば、
20世紀はラグジュアリーという言葉に非日常性を求めていた
わけです。現代においては、日常の質を高め、日常性を磨き
上げることにこそラグジュアリーが存在しているのですね。

日常性を磨き上げるということ

司会　日常性を磨く、というのはスーパーホテルにおいては

具体的にどのような取り組みなのですか？

山本　例えば朝食ですが、現状の健康朝食をさらに改善す

トップ×対談

るプランがあります。シティホテルで出している1,500円以上
もする朝食、あれをそのまま簡素化して無料で出しても驚き
や感動がありません。それよりも自宅の朝食に近いスタイル
で、しかも有機野菜や無添加の調味料にこだわったものを
提供できないかと考えています。しいて言えば、自宅で奥様
がものすごく頑張って作った朝食のイメージでしょうか。
青木　まさに日常性を磨き上げた朝食ですね。
山本　客室もそうです。「第二の我が家」でありながら、我
が家以上に快適でくつろげる空間を実現することです。
青木　難しい課題ですね。やたら広かったり、天井が高けれ
ば良いというものではなく、空調も採光も含めて最も人間の
生理に合うような“ちょうど良い居心地”を追求することです
から。それは我 も々常に模索しています。
山本　そして最も大切なのは、清潔であることでしょう。い
かに汚れないように、汚されないようにするか。それは日頃の
メンテナンスがいかに合理的にできるかにかかっています。
青木　スーパーホテルのベッドは下に隙間がありませんね。
あれを見て掃除が合理的にできると感心しました。
山本　ホテルはやはり、人々の活力を養う場であるべきなん
です。快適で、清潔で、くつろげる…それ以上に大切なことは
ありません。

深化するスーパーホテルへ

司会　合理化と顧客満足、そして環境経営は決して矛盾す

るものではないことが、お二人のお話でよくわかりました。今

後の方針をお聞かせください。

山本　20世紀型、と青木会長が言われたように、我々は今ま
で主に規模の拡大を求めてきました。なぜなら、ある程度の
企業規模がなければ、社会に対する発言力や責任感が生ま
れないからです。しかし100店舗を超えた今、広げるよりも
深める時期が来たのではと思っています。
司会　具体的には何を深めるのでしょうか？

山本　当社の経営コンセプトである「LOHAS」を今以上に
多角的に深めていき、さらなる顧客満足や地域貢献につなげ
ていきたいのです。よく「売り手良し、買い手良し、世間良

し」と言われますが、環境や健康をテーマにしていると、加
えて「従業員良し」でもあるのではと感じます。環境や人に優
しい経営を追求すると、現実には給料は同じでも仕事が増
えたり煩雑になったりするわけです。しかし当社の従業員達
は皆、喜 と々して取り組んでくれるんです。世の中の役に立っ
ているという充実感が、仕事のやりがいと楽しさにつながっ
ているのだと思います。
青木　自分達が幸福でなくては、お客様の幸福をお手伝い
することはできませんからね。私も各地のスーパーホテルを
視察して、従業員の方が本当に生き生きと働いておられるの
に、いつも感動を覚えます。LOHASという経営テーマには、
従業員のやりがいを喚起するという効果もあるのですね。
そんなスーパーホテルの「ベル・エポック」に、立ち会えること
にワクワクします。これからもどうか、よろしくお願いします。
山本　こちらこそ。本日はありがとうございました。

100店舗を超えると社会的な発言力や責任感も大きくなります。
これからは拡大よりも「LOHAS」というテーマを
さらに深めていくことで社会貢献につなげていきます。
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経 営 理 念
2009年～2012年 経営計画の活動実績と結果

●スーパーホテルグループは常に「安全・清潔・ぐっすり眠れる」スペースを創造し、
顧客第一主義を旨として、お客様に元気になっていただき、活力ある社会活動・
経済活動に貢献します。

●現地現場主義に徹して、お客様に満足していただくため、私たちはひたすらお客
様の要求に合わせて自分を変えていきます。

●世界的レベルでの質の高いサービスをグループをあげて構築しながら、時代を先
取りする創造的な企業を目指します。

経営計画の策定 　まず経営トップのミッションとして中期経営計画を策定。これを全体の大きな方向性とし
て共有しつつ、常に対話を通じながら、各部門・各個人へとそれぞれの業務に対応できる形
に落とし込んでいきます。

経営理念の共有

　スーパーホテルでは、経営理念を実現するために従業員一人
ひとりが具体的に何をどう行うのかを示した「経営指針書」を
作成し、全従業員で共有しています。さらに、この「経営指針
書」をより分かりやすく表現し直し、ホテルの現場で使いやす
いように名刺サイズに編集した「Faith(フェイス)」を作成して
います。

　従業員は常に「Faith(フェイス)」を携帯すると共に、毎日欠
かさず朝礼で読み合わせを実施し、具体的な自分の仕事と経
営理念をどのように結びつけるかを考えるきっかけづくりを行
っています。また、アルバイトの方や業務委託会社の方にも朝
礼に参加してもらい、スーパーホテルの価値観や原則を全員で
共有できる場にしています。

Faith（フェイス）経営指針書
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地域企業・宿泊客・新規客ごとに会話を通じて理解を深め、関係を構
築。それによってリピーターを増やし、リピーターからの紹介確保につな
げる。
●地域企業の理解：立ち上げ営業・継続訪問・近隣5社
●宿泊客の理解：思い出し作業・フロント紹介営業→紹介ツリー
●新規顧客の理解（外国人客・女性客・マンスリー客）→日祝の稼働率向上

「新規顧客の理解」を実現するために、欧米・中国・韓国を中心と
した海外でのＰＲ活動により注力。自社ホームページを「英語」
「中国語」「韓国語」と多言語対応にし、さらに外国人観光客に向
けて「英語版」「中国語版」のガイドブックを作成。また、世界最
大級の旅行サイト「トリップアドバイザー」とタイアップして、顧客
の間口をさらに広く便利に。

カスタマー・ソリューション・システム（CCS）を通じて、幅広く苦情・ニー
ズを拾う。同時に「スピーディな対応」「対応レベルの向上」および再発
防止・未然防止を心がけ、そこから得たデータを新サービス開発へとつ
なげる。

昨年から引き続きカスタマー・ソリューション・システム（CSS）の
整備を行い、「お客様相談室」へ寄せられるご意見・ご要望や苦
情が迅速に運営企画部の担当者へ届くようになった。

スーパーホテルが提供する基本的サービスである「笑顔・挨拶」「接客応
対」「クリンネス」「健康朝食」の満足度を向上させる。また顧客を「初回
客→リピーター→ロイヤルカスタマー→紹介キーマン」「女性客」「外国
人」「マンスリー客」「地域企業」にセグメントし、各層ごとの満足度向上
を図る。

重点課題である「身だしなみ」「接客」「クリンネス」「健康朝食」
の満足度向上のために、満足度要因の把握に注力。お客様アン
ケートの設問を工夫し、より多くの意見が集まる取り組みを実施
している。さらにどのファクターが顧客満足に寄与しているかの
相関関係を分析した。

自律型感動人間の育成と、対話による組織風土を作り上げ、人材育成を
組織的能力の向上につなげる。
●自律型感動人間として支配人・社員（特に運営）の採用・登用基準の明確化
●経営指針書とFaithによる価値観の浸透が図れていること
●動機付けとしての業績評価制度（社員）・奨励金制度（支配人）に公平
性と客観性があること

●社員や支配人の自主的行動を促す環境（ワークアウト・提案制度・ベス
トプラクティス）が整っていること

組織内における自主的な活動としてワークアウト（改善活動）や
ベストプラクティス（提案制度）を継続展開し、組織的能力向上
に取り組む。また、組織内外の関係者との協同関係構築のため、
ビジネスパートナーと経営理念（価値観）を共有し、コミュニケー
ションを強化するよう、従業員一人ひとりの意識を啓発。

スーパーホテルの運営ノウハウを継続的に改善し、かつ周囲との協同関
係を育むことのできる人材を「自律型感動人間」と位置づけ、その育成を
目指す。社員・支配人・アテンダントの能力要件を明確にすることで、能力
向上のモチベーションを促進する。
●支配人：ライセンス制度
●アテンダント：スター制度
●社員：職種別能力要件表
また、上記能力向上のための教育・研修が実施されている。

社員の能力要件の把握と能力向上の施策として、社員教育・支配
人教育の改善活動を継続実施。アテンダントについては2012年
度より新たに「スター制度」を導入し、支配人・副支配人の「右腕」
となる人材育成を促進している。また各種コンテストの充実をは
かり、日頃の業務やスキルに磨きをかけるモチベーション向上の
機会を設けている。

多岐にわたったルートで支配人・社員の満足および不満足要因を把握。そ
の改善をはかると共に、安全で安心を保証する職場環境を整備する。
●支配人満足度調査・社員満足度調査・アルバイト満足度調査
●健康診断・健康相談室・相互休暇制度・副支配人休暇制度・温泉施設
の割引利用

「支配人満足度調査・社員満足度調査・アルバイト満足度調査」
の継続実施。特に2012年はメンタルヘルス対策を重視して、スト
レス度合いをきめ細かに調査するＪＭＩ健康調査を実施してい
る。また社員全員に向けては、外部の専門カウンセラーと提携し
ていつでも健康相談に対応している。

「地球と人を元気にするホテル」をスローガンに、ホテル事業という観点
から「21世紀の地球環境保全」「お客様の健康促進」に取り組む。
●低炭素社会に寄与する環境活動の実行と啓蒙
●お客様の健康促進のサポート

「エコひいき」「エコ泊」をはじめ、ペットボトルのキャップ回収な
ど幅広い環境への取り組みは継続実施。2012年度は環境活動
における社会貢献をさらに推進するため、カーボンオフセット
比率を25％から50％ヘ改め、CO2排出量の削減目標を実現。
また、一部店舗において朝食で出た生ゴミを堆肥化するリサイク
ル活動にも寄与している。

スーパーホテルの経営

経営トップ

中期経営計画

話し合い 話し合い 話し合い
役　員

年度計画

部門長

部門計画

一般社員

個人目標

支配人

店舗経営計画
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環　　境

　これまでのスーパーホテルの運営は、独立開業志向のある支配人と業務委託契約
を結んだ上で、直接指導・育成するスタイルをとっていました。言わばホテルの「運
営会社」として機能していたわけです。しかし、契約が期間限定であるため、直接育
成を図る場合には店舗展開の速度がどうしても遅くなります。そこで現在では、
オーナーがフランチャイズ（FC）としてホテルを運営するのを「コンサルタント会
社」の立ち位置で側面・後方から支援していく業態へと、徐々にシフトしています。
　また、大局として、製造国ニッポンから観光国ニッポンへの転換の旗手になりた
いと考えています。そのため大きな空港が近くにあるエリアについては、直営店展開
をさらに強力に推し進めていきます。直近では、2013年に東京八重洲に300室規
模の大規模店舗をオープン準備中。海外への進出にも意欲的で、まずアジア圏に出
店を予定しています。

　今後のビジネス展開において、ますます重要になるのがビジネスパートナーとの
関係性。現場で力を合わせる清掃業者と配食業者、健康朝食で協働する地元農家、
観光資源の発信を担う地元企業および行政など、ホテルのある地域の活性化を目
指して強いパートナーシップで繋がっています。
　一方、助言・協力を仰ぐアドバイザーの存在も不可欠です。「環・眠・食・気」のコ
ンセプトを磨き上げ実践するにあたり、大学の研究室や環境学の専門家、LOHAS
のプロデューサーなどスペシャリスト達を招へい。密で強力なタッグを組み、経営
クオリティを高め、今後の展開に沿って新しいアドバイザーとのリレーションも構築
していきます。

社会からの評価 広がる経営

推進協議会会長賞（優秀賞）
エコプロダクツ推進協議会
（2009年12月）

奨励賞(大企業部門)
関西広域機構（2010年6月）

気候変動対策認証センター
（2011年10月）
[認証番号]4CJ-1100071 DBJ 日本政策投資銀行

(2011年12月）

NPO法人環境文明21
（2010年2月）

環境価値創造賞
日本環境経営大賞
表彰委員会、三重県
（2010年6月）

環境省
（2010年12月）

社　　会

第6回エコプロダクツ大賞 平成21年度
関西エコオフィス大賞

DBJ 環境格付2011 認定

第2回経営者「環境力」大賞

環境価値創造賞

第8回日本環境経営大賞

カーボン・オフセット
認証制度取得

環境省
（2011年4月）

エコ・ファースト企業認定平成22年度地球温暖化
防止活動環境大臣表彰

大阪府経営合理化協会
（2007年9月）

中小規模部門
財団法人日本生産性本部
（2010年2月）

サービス産業生産性協議会
（2008年3月）

ホテル宿泊客満足度 NO.1
＜1泊9,000円未満部門＞
J.D.パワー アジア・パシフィック
（2011年11月）

顧客満足指数ホテル業界第1位
サービス産業生産性協議会
（2010年3月・2011年4月）

関西lT活用企業百撰
実行委員会
（2009年2月）

2009年度日本経営品質賞

経営合理化大賞
フジサンケイビジネスアイ賞

第2回
ハイ・サービス日本300選

2007年度
関西経営品質イノベーション賞

2008年度関西IT活用百撰
最優秀賞

J.D.パワー アジア・パシフィック
2011年日本ホテル宿泊客満足度調査SM

第1回・第2回サービス産業
生産性協議会日本版CSIランキング

関西経営品質協議会
（2008年4月）

経営品質活動への評価 CS(顧客満足)活動への評価

ビジネスの次なる展開

ビジネスパートナーとのリレーション

　スーパーホテルのグループ会社では、ホテルが母体だからこそできる
独自の「ホスピタリティ」を福祉の分野に注いでいます。（株）シティ・エ
ステートが経営しているのが、老人ホーム『スーパーコート』。ローコスト
でも過ごしやすい動線や照明、心地よい空間を作るコツなど、スーパー
ホテル運営から学んだことが存分に生かされています。また、ホテル顧
客とスーパーコートの入居者は同じお客様であるという意識付けを徹底、
常に安全で清潔、いきいきした気持ちのよい生活を入居者に送っていた
だきたいと考えています。
　また、社会福祉法人 聖綾福祉会ではデイサービス業務をはじめ、在
宅介護ステーションやグループホームを経営。高齢化社会を鑑み、人々
の幸せが持続する仕組みの構築にグループ協同であたっていきます。

「福祉」の分野にも
広がるサービス

介護付有料老人ホーム介護付有料老人ホーム

スーパーコート

施設運営の実績（2012 年 9月現在）34関西エリアで

〈出典〉
J.D. パワー アジア・パシフィック2011年日本
ホテル宿泊客満足度調査SM。当部門の調査対象
は正規宿泊料金最多価格帯9,000円未満のホ
テル。直近1年間に宿泊したホテルに関して
6,428名から回答を得た結果。
 www.jdpower.co.jp
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地球環境の「環」、快適な睡眠の「眠」、身体に良い食事の「食」、笑顔の接客でお客様を元気にする「気」。ＬＯＨＡＳを追

求して歩んできたスーパーホテルは、４つの漢字にキーコンセプトを託し、それぞれのテーマごとに多彩な取り組みを展開して

います。2012年度は、スーパーホテルの「環」へのこだわりに焦点をあててご紹介します。

　過剰な設備や装飾を競い合った前世紀のホテル像。経済
や成長が優先された20世紀から、個々の幸福を追求する21
世紀へのパラダイムシフトにより、ホテルにおける「贅沢の意
味」も確実に変わりつつあります。スーパーホテルが目指す
「21世紀のLOHASホテル」は、地球と人の健康を考えると
いう新しい価値観を提供し、それを浸透させていくことを使
命としています。

21世紀型LOHASホテルとは

　公式ホームページからご予約・ご宿泊されたお客様を対象
に、2009年より独自の環境活動「エコ泊」に取り組んでいます。
これは、宿泊時に発生する１室当たり4.93kgのＣＯ2排出量の
うち50％分をカーボンオフセットする仕組み。「自社が排出す
るＣＯ2に対し企業として責任を持つ」という考え方に基づき、
京都議定書で定められ国連認証を受けた水力発電事業(中
国湖北省潜江市)に出資することでＣＯ2を相殺しています。

お客様と一緒に進めるエコ活動
　2011年４月、スーパーホテルは環境省が創設した「エコ・フ
ァースト制度」において、ホテル業界で初めて「エコ・ファースト
企業」に認定されました。業界のトップ・ランナーとして、お客
様と一緒になって環境への取り組みを広く強く推し進めていき
ます。

　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
責任を踏まえ、法令遵守を徹底すると共に、「21世紀の
地球環境保全の為に、環境を大切にする企業を目指
す」との環境理念に基づき、低炭素で持続可能な社会を
次世代に継承していくために、2014年度までにホテル
のＣＯ2総排出量を30％削減(2009年度比)、2020年
度までに40％のＣＯ2削減を目標にします。達成するた
めに次の取り組みを実施します。

エコ・ファースト認定企業として

さまざまな環境配慮に取り組み、
宿泊時のCO2排出量を抑制

※国連認証を受けた中国湖北省潜江市の事業

※2011年度はカーボンオフセット比率25％

公式ホームページから予約

このうちの50%をクリーンエネルギー
事業に出資することでカーボン・オフセット

　チェックイン時にお客様には
「エコひいき」活動へのご協
力を呼びかけています。連泊
時に清掃不要をお申し出いた
だくとミネラルウォーターを、
マイ箸のご持参や歯ブラシの
ご返納には宿泊地のご当地菓
子等をプレゼントしています。

　スーパーホテルはエコ・ファースト企業で設立されて
いるエコ・ファースト推進協議会にも参加しています。
＜主な取り組み＞
①定期的な情報交換会への参加
②エコプロダクツ２０１１で
 「エコ・ファースト　スタンプラリー」開催
③環境省・林野庁後援
 「森林に関わる『エコとわざ』コンクール」への協賛

2011年度は全客室販売数の約34％（約1,123,091泊）
がエコ泊に該当し、

合計1,785tのCO2をオフセットできました。

清掃不要のお申し出  261,542件
歯ブラシのご返納  89,360本
マイ箸のご提示  7,464人

2011年度実績

エコ・ファーストの約束

約束 1

約束 2

約束 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

循環型社会の構築や生物多様
性の推進に協力します

事業活動におけるCO2排出量
を削減します

環＋眠＋食＋気＝健康

環境への取り組み

環環環
食
環

食
環眠
気
環
気
環

エコ・ファースト推進協議会の活動

LOHAS REPORT 2012 ● 1413 ● LOHAS REPORT 2012





0 20 40 60 80 100





　スーパーホテルは主なステークホルダー（利害関係者）を、「お客様」「お取引先」「地域社会」「社外有識者」「従業員」の

5つに想定しています。親密なコミュニケーションと誠実な事業活動を通じて、それぞれのステークホルダーが求める期待に

応えること…それが即ちスーパーホテルの企業価値向上につながると考えています。

スーパーホテルと
ステークホルダーとの関わり

ステークホルダーと共に

お客様
・快適な睡眠の提供
・快適な客室環境の提供
・健康朝食の提供
・ご意見やご要望への迅速な対応
・顧客満足度の向上

お取引先
・公正で公平な選定
・透明性の高い取引
・良好なパートナーシップ
・法令の遵守と機密保持

従業員
・適材採用と適材配置
・公正な評価
・多種多様な教育研修
・労働安全衛生と健康管理
・従業員満足度の向上

地域住民・自治体
・店舗周辺地域の活性化
・エコキャップ運動の支援
・災害発生時の避難場所、支援物資提供
・各種イベント支援

社外有識者・大学
・共同研究による製品開発や事業改善
・実証データによる効果の客観的検証
・社外アドバイザーとの意見交換
・眠りや健康に関するデータ提供

ステークホルダー・ダイアログ

現代を象徴するキーワードは「健康」

山本（梁） スーパーホテルはこれまで「LOHAS」をテーマ
に、人と地球に優しいホテルづくりに邁進してきました。今後
もこのコンセプトをさらに発展させ、より質の高い「環境」
「健康」を追求した21世紀型ホテルを目指します。そんな
我々の取り組みを支えてくださる方々に、本日はお集まりいた
だきました。
前田　消費者雑誌の編集をしておりますと「健康で長生きし
たい」という消費者の志向が年々強くなっていることを実感
します。人々が健康の価値を十分に認識しているからこそ、
スーパーホテルの評価も高いのでしょう。これからはビジネ
スマンだけではなく、観光客など一般の利用も増えていくと
思います。
河村　すでにその傾向は顕著です。スカイツリー人気の浅草
店は観光のお客様でほぼ予約が一杯ですし、他の店舗でもビ
ジネス利用が少ない週末に多くご宿泊してくださっています。
山本（梁） これからはビジネスホテルという枠にとらわれな
い「宿泊特化型ホテル」へのシフトが必要でしょう。具体的
に言えば「眠り」「客室環境」「水」「朝食」の質を高めると

いうことですね。
前田　睡眠にこだわるというのも、先進的な取り組みだと思
います。清水先生、現代人の多くが不眠に悩まされていると
聞いたことがあるのですが？
清水　睡眠障害に悩む人は、4人に1人と言われています。
睡眠に関する学会も数多くあり、最近では薬理療法だけで
なく寝具や寝室環境といった日常生活の改善も効果的だと
わかってきました。そんな私どもの研究結果を実際に応用
しているのがスーパーホテルですが、その成果は目覚まし
いものがあります。睡眠には深さに応じて4つの段階がある
のですが、スーパーホテルに宿泊した場合、最も深い「ステ
ージ4」の眠りを体験できることが実証されたのです。深い
眠りは長寿とも関係が深いと言われているんですよ。

　社外の協力企業や有識者とのネットワークを活用して、より良い事業活動へのヒントやサポートをいただく…
常にステークホルダーと共に成長していくことがスーパーホテルの基本姿勢です。今回は珪藻土や「力水」を取り
扱うお取引企業の社長様、またオブザーバーとして医学博士や消費者雑誌の編集長に参加いただき、スーパーホ
テルの今後のあり方について様々なご意見をいただきました。

テーマ：「ステークホルダーと共に進めるLOHAS～関わる皆が健康であるために」
開催日：2012年7月3日　　開催場所：湯元「花乃井」スーパーホテル大阪天然温泉
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ステークホルダー・ダイアログ

前田　それほどの深い眠りをホテルで体験できるなんて。ど
んな企業努力をされているのですか？
山本（梁） ベッドや枕など寝具へのこだわりはもちろん、客
室内に珪藻土を使うという試みにも取り組んでいます。珪藻
土については、（株）OKUTAの山本社長からご説明願えま
すか？

珪藻土という自然の恵みを取り入れる

山本（拓） 珪藻土とは一口に言えば、藻類の化石からなる
堆積岩です。常に呼吸する天然の岩石で、建物の塗り壁素材
として今非常に注目されています。部屋の湿度を調整した
り、空気を浄化してくれたり、吸音や耐火効果も優れていて
まさに万能ですね。また殺菌効果もあるのでカビやダニも発
生しません。当社は全国の珪藻土を試した結果、最も吸放湿
性が良い北海道稚内産のものを使用しています。
山本（梁） 確かにOKUTAさんで開発された稚内の珪藻土
は、他とは全く違う気がします。最初に取り入れたのが
「Lohas JR奈良駅」店だったのですが、言葉にならない気
持ちよさ、リラックス効果を感じました。
山本（拓） 人間の肌に最も気持ち良い湿度に、自然調節して
くれる素材ですから。私は自宅にも珪藻土を使用しています
が、真夏でもエアコンは不要ですね。
前田　私は締切前にはよく会社周辺のホテルに泊まるので
すが、たまに禁煙室なのに煙草の匂いが耐え難い時がある
んです。「臭い」に関しても珪藻土は有効ですか。
山本（拓） 消臭効果は抜群です。　
前田　今、ものすごく売れているのが洗濯物に香りをつける
柔軟剤なんです。現代の消費者は「臭い」に非常に敏感です
から、大切なことですね。
清水　女性の嗅覚は男性の40倍と言う説もあります。
山本（梁） それは驚きです。今後、レディースルームには必
ず珪藻土を取り入れるなどの工夫が必要ですね。

「水」のチカラを健康づくりに役立てる

山本（梁） 珪藻土と並んで、スーパーホテルのもう一つのこ
だわりが「水」です。お客様に提供している「力水」は、この
たびモンドセレクションの金賞を受賞しました。（株）唐津屋
さんのご協力には本当に感謝しています。
唐津　「力水」は、鹿児島県霧島の大地120ｍの地下から湧
出した天然水を、さらに「MICA加工」したものです。カルシ
ウム、マグネシウムなどミネラルが豊富な健康飲料水なので

すが、それをMICA加工することで、水の分子をさらに活性
化させています。
清水　MICA加工というのは、水を加圧しながら特殊な鉱
石と接触させ、分子運動が活発化した水に変化させる技術
です。地球誕生時に存在した水は、そもそも高いエネルギー
を備えていたと言われますが、何億年も経つうちに劣化して
きました。そんな原始の頃のエネルギー状態へ人工的に戻す
という、画期的な方法です。
唐津　清水先生がよく「水もいつか薬の一種になる」と言わ
れるのですが、これはまさにそうではないかと。特に寝起き
の１杯は体にとって大切で、睡眠中に排出された水分を補給
する役割があります。スーパーホテルで「力水」を提供するこ
とは、お客様の健康づくりをサポートすることにつながると
思います。
前田　私は鹿児島出身なのですが、霧島という土地は本当
に神秘的です。土地の“気”が違うというか。
唐津　今流行の言葉ではパワースポットですね。しかも「力
水」は霧島神宮の中から取水しているんです。日本中探して
も、神社の中で汲み上げている水は他にはないと思います。
山本（梁） 私は何ごとも自分で試してみないと気が済まな
い性分で、「力水」もずっと飲み続けているのですが、明ら
かに体質が変わりました。顕著だったのは尿酸値で、臨界
ギリギリだったのが正常に戻ったんです。もちろん個人差
はあると思いますが、たかが水、されど水ということを感じ
ました。

朝食への新たな取り組み

前田　やはり体に取り入れるものが健康を大きく左右すると
いう点では、水と同時に「健康朝食」もスーパーホテルの大
きな魅力です。無料というのも嬉しいんですが（笑）、無料に
も関わらず非常に高いクオリティで提供しておられますね。
山本（梁） ぐっすり眠った後は健康朝食で力をつけて、それ

ぞれの地域で元気に活動していただく…そこまでが“地域の
応援団”としての私どもの役割だと思っています。
前田　具体的なこだわりを教えてください。
山本（智） 経営品質部としては、健康朝食を始めた頃から
厳選した素材のサラダを提供することを心掛けてきました。
2012年からスタートした新たな取り組みは、「お米」と「ドレ
ッシング」のクオリティを上げることです。お米については、
米どころでもある石川県小松市の農家と提携して、農薬を従
来の半分以下に抑えた特別栽培米を大阪府下の店舗で導入
します。またドレッシングはオリジナルブランドを作りまし
た。保存料・化学調味料は無添加で、植物性の乳酸菌入り
が特長です。さらにアレルギーをお持ちの方でも気にせず野
菜をモリモリ召し上がっていただけるよう「アレルギー特定
原材料25品目不使用」。味に関しても、お客様の95％に「お
いしい」という評価をいただいています。
前田　それは食べてみたいですね。宿泊されるお客様の中
で、朝食を召し上がる方はどのくらいの割合ですか？
河村　75％くらいですね。ふだんは朝食を取られない方も
「健康朝食」なら食べて出かけようか、という声を聞きます。
清水　朝食を食べると脳が活発になりますし、摂食リズムを
整えるためには不可欠です。摂食リズムは1日のカロリーを、
最低でも3回、できれば5回くらいに分けて取るのが理想的で
す。そうすればインシュリンが糖を中性脂肪に変えるのを抑
えてくれるんですよ。これが健康、ひいては長寿の条件と言
えるでしょう。

地球と人を元気にするホテルを目指して

山本（拓） 睡眠、水、食事…スーパーホテルに宿泊するのは
まさに「健康づくり」そのものですね。
唐津　人に優しいホテルであることを、今日、心から実感し
ました。これに加えてエコ・ファースト企業として地球環境へ
の配慮もなされていることが驚きです。
山本（梁） 「エコ泊」や「エコひいき」など、私どもがお客様
と一緒に様々な取り組みを行っているのは、一種の「価値創
造」でもあるんです。心理学の本などを読みますと、人間に
は至福ホルモンというのがあり、それが出るのは「自分に良
いことをした時」と「周りに良いことをしてあげた時」だそう
です。すなわち自分の健康に良い経験と、地球環境に良いこ
とをした経験。どちらも同じ効果なのです。
前田　面白いですね。至福ホルモンを創り出すホテルなん
て、非常に贅沢な気がします。
清水　「世の中に貢献した」という満足感から創出される至
福ホルモンは、長寿遺伝子もオンにするということが、最近
の研究でも発表されているんですよ。
山本（拓） 長寿は深い眠りとも関連するんですよね。
唐津　つまり、あらゆる角度から長寿遺伝子を活性化させる
ホテルということですか。
山本（梁） 最終的には、そこを目指したいですね。しかし、
そんな目標の実現も皆さんのご協力があってこそ。今後も末
永く、よろしくお願いします。

ステークホルダー
・ダイアログ

出席者

山本 拓己 氏
LOHASをテーマにした住宅建築・
リフォームを行う（株）OKUTA社長

唐津 成一郎 氏
鹿児島県霧島の地下の湧水「始原
水」を販売する（株）唐津屋社長

前田 ちえ子 氏
日本における消費者雑誌のパイオ
ニア「消費と生活」編集長

山本 梁介
（株）スーパーホテル 会長

清水 教永 氏
大阪府立大学教授・医学博士

山本 智英
（株）スーパーホテル
　　経営品質部部長

河村 知恵
（株）スーパーホテル
　　経営品質部主任
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運営企画部

芝原 邦佳

　東北地方を中心に大きな被害をもたらした東日本大震
災。震災そのものは二度とあってはならない悲劇ですが、
この出来事を通じてお客様と深い絆を結ぶことができた
という事例も、スーパーホテルでは報告されています。
　その代表的なケースが青森県八戸の「八戸天然温
泉」。建物そのものには被害がなかったのですが、震災当
日には停電などライフラインに支障が出ていました。しか
しチェックインされるお客様を断ることなくご案内し、力
水などの在庫をお渡ししたり、可能な限りのサービスで対
応。そして後日、その時に宿泊されたお客様から感謝の手
紙をいただいたのです。そのご夫婦は当日、青森から愛知
県へ引越す予定で、自宅を引き払った後に被災されたそう
です。とにかく寝るところだけでも…とスーパーホテルに来
られました。奥様はその時妊娠中だったため、「やわらか
いベッドに横になれることが本当にありがたかった」と書
かれています。
　震災対応への感謝の声は、東北各地のスーパーホテル
に寄せられています。最も被害の大きかった仙台の「広瀬
通り」「国分町」においても、現場の判断で朝食ロビーを
開放したり、毛布や力水を提供したり、真摯な対応に努め
ました。今でもお客様が「あの時はありがとう」と手みや
げを持って来られるそうです。

　エコキャップ推進協会が取り組む運動に賛同し、ペットボトルのキャ
ップ回収箱を全店舗に設置しています。ペットボトルのキャップは、ごみ
として焼却するとＣＯ2の発生源になってしまい、埋め立て処分されると
土壌を汚染し、地球環境に負荷を与えてしまいます。キャップを分別回
収してリサイクルすることにより、ＣＯ2排出を抑え、キャップの売却益で
世界の子どもたちにワクチンを届けることができます。例えばポリオワク
チンの場合、キャップ800個で20円のワクチン代を賄い、１人の子どもの
命を救うことができます。2011年度は約13万個を回収し、エコキャップ推
進協会に送付しました。

2011～2012年度の取り組み

お客様と共に

仙台・国分町では朝食コーナーを開放してお客様を受け入れ、毛布
や力水を提供しました。

エコキャップ運動の支援

震災という状況の中で生まれた、お客様との絆がある
取り組み
１

取り組み
4

　突然のお手紙を差し上げ、失礼いたします。震災のあった3／11に貴ホテルの方々に大変よくしていただき、お礼を申し上げたく筆をとった次第です。私たち夫婦は八戸から愛知に引越しの予定でした。宿のない私たちは貴ホテルに行くことしかできず、お世話になりました。通常営業が困難を極めるなか快く宿泊させていただき、本当に助けられました。特に妊娠6カ月で身重だった私にとっては、やわらかいベッドで横になれることが本当にありがたいことでした。
　その後、無事に男の子を出産しましたが、たくさんの人の助けのおかげでここまでこられたことに感謝し、人との結びつきを大事にしてほしいという想いをこめて「結」という漢字を名前につけました。八戸はその後どんな様子でしょうか。一日も早い復興とみなさまのご多幸をお祈り申し上げます。

　お客様とつながる即時性のあるコミュニケーションツー
ルとして、ツイッターを活用しています。「ＥＣＯ泊キャンペ
ーン」を核としたスーパーホテルの公式ツイッターサイトを
開設し、ＥＣＯ泊や自分のエコな取り組みについてつぶや
いていただくと同時に、各店舗からのイベント情報をツィー
トの形で表示。現在フォロワーは75,000人を超え、双方向
のコミュニケーションが実現しています。

　お泊まりいただいたお客様に向けて、客室専用情報誌
を創刊しました。スーパーホテルが掲げるスローガンであ
る「ぐっすり眠れるＬＯＨＡＳホテル」を広く深く皆様にメッ
セージすると同時に、お泊まりのひとときを楽しんでいただ
くことが目的です。健康や睡眠をテーマにした特集をはじ
め、著名人のインタビュー、旅行に役立つコラムなど、読み
ごたえのある記事情報を満載しています

客室専用の情報誌
「スーパーリフレッシュ」の発行

取り組み
3

取り組み
2

「あの時はありがとう」と届いた一通の手紙。
スーパーホテル八戸天然温泉スタッフのみなさま

「八戸天然温泉」へ届いたお手紙より（抜粋）

ツイッターによるお客様との
コミュニケーション
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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。

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
　　　　　　　　　　　

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

株式会社スーパーホテル  会長 山本 梁介

環境と共に

環境理念

環境マネジメント推進体制

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。

　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（経営品質部長）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。

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。

1

2

3

4

5

6

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

低炭素社会の実現に向けたCO2排出量の削減目標

　低炭素社会の実現に向け、スーパーホテルは2020年度のCO2総排出量を2009年度比
で40％削減する「エコ・ファーストの約束」を公表しました。2011年度は、「エコ泊」のさ
らなる推進や、ハード、ソフト両面における環境負荷低減活動などを行った結果、
CO2総排出量は19,090tとなりました。今後も環境経営を推し進め、エコ・ファースト認
定企業としての責務を果たしていきます。

14,990t
2014年 目標

CO2排出量

19,090t
2011年 実績

CO2排出量

12,848t
2020年 目標

CO2排出量

CO2排出量 19,875t
2011年 目標

目標30.0%削減

実績
10.3%
削減

目標40.0%削減

ISO14001の取り組みを徹底させる
と共に、「エコ泊」や「エコひいき」活
動等の当社独自の環境負荷低減活
動を推進します。
● 個別式空調への変更
● 節水型シャワーヘッドの導入
● 節水コマの導入
● くし・ひげそり、パジャマの無設置
● 高効率給湯器設置
● エコカーペット導入
● ペットボトル再生樹脂を駐車場の
　 車止めに利用

環境負荷低減活動目標

11.8%削減
カーボン・オフセット目標

18.2%削減

※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。

環境負荷低減活動目標

17.6%削減
カーボン・オフセット目標

22.4%削減

環境負荷低減活動実績

1.88%削減
カーボン・オフセット実績

8.42%削減

● エコ泊カーボンオフセット100％
● 太陽光発電の導入
● 充電式乾電池の導入
● 省エネエアコンの導入
● 雨水、湧水の再利用
● LED照明の設置
● 節電活動の取り組み

21,275tCO2排出量

2009年 基準年基準年

▶2014年

▶2011年

※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

具体的な取り組み内容は未定です
が、これまでの活動に伴う数値を精
査し、建築部分での資材やノウハウ
を見直すことでさらに10％の削減を
目指します。

▶2020年

環境マネジメントシステム

環境方針

④紙使用量の削減 　⑤ごみ発生量の削減
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社会と共に

独立開業への夢を支援する 	 Super 	 Dream 	 Projec t

「ベンチャー支配人制度」を利用した2組の夫婦が独立、開業

ベンチャー支配人制度

　埼玉県さいたま市、JR宮原駅そばの「CHA RU RU（チャル
ル）」は、シックでおしゃれなカフェ＆バー。ここはスーパーホテ
ルの「ベンチャー支配人制度」を利用した2組の夫婦が共同経
営しているお店です。水島さん夫婦はシステムエンジニアをし
ていた夫の徹さんが「自分の定年は自分で決めたい」と独立開
業するために応募されました。最初は大津に配属され、妙典、
新橋、池袋…と様 な々店舗を経験するうちに「いつの間にか7年
が経っていた」とか。徹さんが前職を生かして、ネットでの予約
チャネルを増やすことに注力し、売上げを大きく伸ばした実績
があります。小野澤さん夫婦は、水島さんより半年遅れて入
社。最初に配属されたのは新井・新潟で稼働率を40％から90
％に伸ばした実力を買われ、その後、規模が倍近くある大宮を

水島徹さん＆友加さん 小野澤崇さん＆友里さん

店舗 DATA
カフェ＆バー  CHA RU RU（チャルル）
埼玉県さいたま市北区宮原町 3-299
TEL 048-669-6262
URL http://charuru.com/

ベンチャー支配人制度とは
「Super Dream Project」と呼ばれるベンチャー支配人
制度は、独立・起業の夢をサポートするスーパーホテル独
自のサポート。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、経営ノウハウを身につけることができるシステムです。

●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のノウハウが学べる
●報酬は4年間で3,970万円以上＋奨励金＋業績報奨金
 （71～100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

任され4年間勤めました。
　そんな2組が支配人総会などで出合い、親しくなったことか
ら共同で独立を決心。2011年11月に「CHA RU RU」を開店し
ました。昼のカフェは水島さん、夜のバーは小野澤さんが担当
し、お客様も少しずつ増えてきたそうです。「スーパーホテルで
の経験はかけがえのないものでした。独立資金を貯められるの
も魅力ですが、仕入れやコスト計算などビジネスに必要な知識
を全て学ぶことができました。」と小野澤さん。水島さんも大き
く頷き、「お客様とどう接するか、バイトさんとどう信頼関係を
結ぶか…商売に大切なコミュニケーションスキルを身につけら
れたような気がします。何より大切なビジネスパートナーと出合
えたのが大きな収穫でしたね。」と顔をほころばせました。

スーパーホテルを運営してきたと

いう経験が大きな自信になってい

ます。経営に関して悩んだ時には

本部からきちんとサポートしても

らえるので安心でした。

「ベンチャー支配人制度」は、
夫婦で取り組めるのが良いですね。
お互いの絆が深まった気がします。
また「食品衛生管理者」や「防火
管理者」などの資格も支配人にな
るに当たって取得できました。

第三者意見
倉阪 秀史 氏（くらさか ひでふみ）
千葉大学大学院人文社会科学研究科教授、サステナビリティ日本フォーラム評議員。
1987年環境庁（現・環境省）入省、米メリーランド大学Center of Global Change客員研
究員、企画調整局環境影響評価課課長補佐を経て、1998年より千葉大学法経学部助教授、
2008年より法経学部教授、2011年より現職。2004年より千葉大学環境管理責任者。

ホテル業界における環境配慮のモデルと言えます
　スーパーホテルにおいては、104店舗中93店舗において
ISO14001の認証を取得すると共に、2011年4月には、ホテル業
界ではじめて環境省のエコ・ファースト企業としての認定を受けて
います。特に、カーボン・オフセット付きの宿泊プランである「エコ
泊」、連泊時に客室清掃を行わない場合にノベルティを提供する
「エコひいき」といった独創的な取り組みを実施している点が高く
評価できます。
　エコ・ファースト認定に当たっての約束においては、「エコ泊」で
1泊当たりCO2排出量(6.3㎏)をカーボン・オフセットする割合を
2011年の25％から2014年度に100％まで引き上げることが盛
り込まれています。2012年にオフセット割合が50％に引き上げ
られました。また、「エコひいき」を実施したお客さんの数は、
2009年度実績19万人から2011年度実績26万人に増加してい
ます。この数は、エコ・ファースト認定時の約束に盛り込まれた
2012年度目標23万人をすでに超えています。これらの分野にお
いてはエコ・ファースト認定時の約束が着実に達成に向かってい
ます。
　宿泊者１室当たりの電力使用量や水道使用量も確実に減少し
ており、LED電球への切り替えや節水型シャワーヘッド・節水コマ
の導入などの効果が現れてきています。
　これらの点で、スーパーホテルはホテル業界における環境配慮
経営のモデルとして他の企業からも参照されるべき存在である
といえます。

循環型社会・生物多様性項目の進捗状況がわかれ
ばさらによくなります
　一方、エコ・ファースト認定時の約束では、つぎのような循環型
社会・生物多様性項目の目標が掲げられています。
● 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。（2012年度までに全店導入）

● 朝食残渣の堆肥化や資源の再利用など3Rに取引先と協力し取り
組みます。（2012年度までに10店舗、2014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。（2014年度までの改装予定10店舗）

● 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・壁面緑化など、生物多様性に配慮します。（2014年度まで
のオープン予定10店舗）

　報告書においては、大阪府下の店舗で石川県小松市の特別栽
培米を導入すること、一部店舗に置いて朝食時の生ごみの分別
堆肥化を行っていること、客室に分別式ごみ箱をおいていること、
30店舗で天井に珪藻土を使っていることなど、関連する取り組み
が行われていることがわかりますが、全体の目標に対する進捗状
況がわかりませんでした。毎年の進捗状況がわかればもっとよい
報告書になると思います。

「創エネ」に取り組むことや原単位での推移の記載
をおすすめします
　スーパーホテルは毎年着実に店舗数を増やしており、お客様の
数も増加しています。一方で、エコ・ファースト認定時の約束では、
2020年の二酸化炭素総排出量を2009年度比で40％削減する
という目標を立てています。この目標は、カーボン・オフセットによ
って削減する分（13.2％分）を含みますが、40％のうち26.8％分
は「環境負荷低減活動分」で達成することとしています。店舗数と
お客様の数が増加する中で省エネだけで「環境負荷低減活動分」
を実現することはやがて難しくなってくるでしょう。目標の達成に
は、再生可能エネルギー設備や、コ・ジェネレーション（熱電併給）
設備を導入し、「創エネ」に務めることが重要と考えます。
　また、環境負荷の全体像において、宿泊者１室当たり電力使用
量・水道使用量の推移がすでにグラフ化されていますが、物質投
入量、温室効果ガス排出量、廃棄物排出量などの項目について
も、一店舗当たり、一室当たり、客数当たりといった原単位での推
移を合わせて記載すると、よりわかりやすくなると感じました。
　主に、環境面での取り組みについてコメントさせていただきま
したが、本報告書では、「ベンチャー支配人制度」など独創的な社
会貢献も行われていることが記述されています。震災時の社会貢
献も確実に反響を呼んでいます。現地現場主義、顧客絶対主義が
浸透している証しだと思います。今後とも、地域に貢献し、環境負
荷も少ないホテル経営のモデルとして、スーパーホテルが発展し
ていくことを祈念します。
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