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報道関係者各位

「都ホテルズ＆リゾーツ」ブランドリニューアルを記念し、
各種イベントやお得なキャンペーンを実施します。
株式会社近鉄・都ホテルズ（本社：大阪市天王寺区上本町 6-1-55、取締役社長：中山 勉）は、
２０１９年４月１日より、施設構成や機能、サービススタイルの違いをお客様に分かりやすくお伝え
するため、運営する「都ホテルズ＆リゾーツ」を「都ホテル」「都シティ」「都リゾート」の３つのカ
テゴリーに再編します。これを記念し、各ホテルで記念イベントやお得なキャンペーンを実施いたし
ます。

志摩観光ホテル

https://www.miyakohotels.ne.jp
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別 紙
■都ブランド リニューアル セレブレーションイベント
１．開 催 日
２．イベント内容

２０１９年４月１日（月）
日頃から都ホテルズ＆リゾーツをご愛顧いただいております皆様方への感謝として、ブ
ランドカテゴリーをテーマとした都オリジナルカクテル（ノンアルコール）やシャンパンをは
じめ、フィンガーフードなどを振舞います。
また、都プラス会員様の新規入会キャンペーン等も実施します。

≪実施ホテル≫
◆都ホテル シェラトン都ホテル東京／シェラトン都ホテル大阪／ウェスティン都ホテル京都／大阪マリ
オット都ホテル／都ホテル 岐阜長良川 (現 岐阜都ホテル)／都ホテル 四日市 (現 四日市都
ホテル）／都ホテル 京都八条 （現 新・都ホテル）／都ホテル 尼崎 （現 都ホテルニューアルカイック）
◆都シティ
都シティ 東京高輪／都シティ 津 （現 津 都ホテル）／都シティ 近鉄京都駅 （現 ホテル近鉄京
都駅）／都シティ 大阪天王寺 （現 天王寺都ホテル）
◆都リゾート 志摩観光ホテル／都リゾート 志摩 ベイサイドテラス （現 海辺ホテル プライムリゾート賢島） ／
都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト （現 ホテル近鉄 アクアヴィラ伊勢志摩)
◆ ホテル近鉄ユニバーサル・シティ

■都プラスカード 都ブランド リニューアル記念キャンペーン ～使えば使うほど、お得に！都プラス会員様募集～
都プラスカードは全国の都ホテルズ&リゾーツで使えるメンバーズカードです。入会金が無料、ポイント数
に応じて、ご宿泊やお食事などの特典がご利用いただけるカードです。この機会に是非ご入会ください。
１．開催期間

２０１９年４月１日（月）～５月３１日（金）

２．開催内容

時期によって異なります。

【第１弾】

２０１９年４月１日（月）～４月１０日（水）

ポイント付与が２倍！
都ホテルズ＆リゾーツのWEBサイト、宿泊予約センターおよび各施設に直接ご予約で、
宿泊・レストランのご利用時にポイントを２倍進呈

【第２弾】

２０１９年４月１１日（木）～４月２０日（土）

都プラスカード新デザイン

レストランのご利用で３８，５００（みやこ）ポイントが当たる！
期間中に都ホテルズ＆リゾーツ内のレストランで、２０，０００円（税込）以上ご利用いただいた
会員の皆様の中から、抽選で５名様に３８，５００ポイント、１０名様に３，８５０ポイントを付与いたします。

【第３弾】

２０１９年４月２１日（日）～５月３１日（金）
ウェスティン都ホテル京都（デラックスルーム）の 宿泊券が当たる！
都ホテルズ＆リゾーツのWEBサイト、宿泊予約センターおよび各施設に直接ご予約で、期間中にご宿泊いただいた会員
の皆様の中から抽選で５名様に上記ホテルの宿泊券（８８，０００円相当）が当たります。

【新規入会キャンペーン】
４月中に都プラスカードにご入会いただき、４月中にご利用いただいたお客様に後日５，０００
ポイントを付与いたします。また、ご入会当日からご利用いただけるレストラン１０%割引券もプ
レゼントいたします。
≪実施ホテル・旅館≫
◆都ホテル シェラトン都ホテル東京／シェラトン都ホテル大阪／ウェスティン都ホテル京都／大阪マリ
オット都ホテル／都ホテル 岐阜長良川 (現 岐阜都ホテル)／都ホテル 四日市 (現 四日市都ホ
テル）／都ホテル 京都八条 （現 新・都ホテル）／都ホテル 尼崎 （現 都ホテルニューアルカイック）
◆都シティ
都シティ 東京高輪／都シティ 津 （現 津 都ホテル）／都シティ 近鉄京都駅 （現 ホテル近鉄
京都駅）／都シティ 大阪天王寺 （現 天王寺都ホテル）
◆都リゾート 志摩観光ホテル／都リゾート 志摩 ベイサイドテラス （現 海辺ホテル プライムリゾート賢島） ／
都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト （現 ホテル近鉄 アクアヴィラ伊勢志摩)
◆ ホテル近鉄ユニバーサル・シティ／ホテル志摩スペイン村／神戸北野ホテル／（旅館）賢島宝生苑／
（旅館）奈良 万葉若草の宿 三笠
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■プライベートブランド 「オリジナルジャム」、「オリジナルカクテル」、「オリジナルフレグランス」の発売
【オリジナルジャム】

１．発売開始日
２．発 売 商 品

ブランドリニューアルを記念して発売するオリジナル商品 第 1 弾

２０１９年４月１日（月）～
ミルクジャム、ショコラオレンジ、3種のベリー バニラ風味、レモンタイム、
アプリコット ローズマリー風味、トロピカルフルーツ、桃とフランボワール、ココナッツ、
※今後、上記以外の種類も発売予定

３．発 売 価 格

１個 ６２０円～（税別）

≪発売ホテル≫
◆都ホテル シェラトン都ホテル東京／シェラトン都ホテル大阪／大阪マリオット都ホテル／都ホテル
岐阜長良川 (現 岐阜都ホテル)／都ホテル 四日市 (現 四日市都ホテル）／都ホテル 京都八条
（現 新・都ホテル）／都ホテル 尼崎 （現 都ホテルニューアルカイック）
◆都シティ
都シティ 東京高輪／都シティ 津 （現 津 都ホテル）／都シティ 近鉄京都駅 （現 ホテル近鉄
京都駅）／都シティ 大阪天王寺 （現 天王寺都ホテル）
◆都リゾート 都リゾート 志摩 ベイサイドテラス （現 海辺ホテル プライムリゾート賢島）／都リゾート 奥志摩 アク
アフォレスト （現 ホテル近鉄 アクアヴィラ伊勢志摩)
【オリジナルカクテル】
当ホテルで全従業員を対象に開催したブランドカテゴリーをテーマにしたカクテルコンテスト。各カテ
ゴリーの優勝作品を、是非お楽しみください。
１．発売開始日
２．発 売 商 品

２０１９年４月１日（月）～

※各カテゴリーのホテルで販売いたします。

カテゴリー

都ホテル

都シティ

作 品 名

都雅（とが）
～伝統と未来～

City The One

Utopia

～スマートカジュアル～

～魂の再生～

コンセプト

美しく磨かれ、洗練された都ホテルの伝
統的なおもてなしと和の精神を表現。お
客様とともに明るい未来への飛翔に願い
を込めて創作。

開放的な空間で、気軽に楽しむ特別な時
間。宇宙のパワーが空のゲートをくぐり、
輝くシャワーとなって降り注ぐイメージ
から創作。
※ノンアルコール

日常世界から解放され、何もしない贅沢
な味わいに心を癒し再生する…、そんな
ユートピア“理想郷”。都リゾートでしか
満たされない至福の時間を演出するカク
テル。

販売価格
（税サ込）

１，６００円

１，０００円

１，６００円
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都リゾート

≪発売ホテル≫
発売作品名：都雅（とが）
◆都ホテル シェラトン都ホテル東京／シェラトン都ホテル大阪／ウェスティン都ホテル京都／大阪マリ
オット都ホテル／都ホテル 岐阜長良川 (現 岐阜都ホテル)／都ホテル 四日市 (現 四日市都ホ
テル）／都ホテル 京都八条 （現 新・都ホテル）／都ホテル 尼崎 （現 都ホテルニューアルカイック）
発売作品名：City The One
◆都シティ
都シティ 東京高輪／都シティ 津

（現 津 都ホテル）／都シティ

大阪天王寺

（現 天王寺都ホテル）

発売作品名：Utopia
◆都リゾート 志摩観光ホテル／都リゾート 志摩 ベイサイドテラス （現 海辺ホテル プライムリゾート賢島）／
都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト （現 ホテル近鉄 アクアヴィラ伊勢志摩)

【都オリジナルフレグランス】
ロビーに足を踏み入れた瞬間から、快適で心地よい空間を演出するため、全ホテル共通のオリジナルフレグ
ランス（セント）を開発しました。
ホワイトティとオークモス（苔）の香りをベースに、ローズ、ユーカリ、ベルガモットなどを配合。高級感あふれ
る雰囲気を醸し出しながらも、どこかしら「和」を感じさせる、落ち着いた優しい香りがお客さまを包み込みます。

【ディフューザー】 ご家庭でもホテルの香りをお楽しみいただけます。
１．発売開始日
２０１９年５月下旬～
２．発 売 価 格
１本（１００ｍｌサイズ） ３，５００円（税別）

≪実施および発売ホテル≫
下記ホテルの各ショップにて販売するほか、オンラインショップでのご購入も可能です。
◆都ホテル

都ホテル 岐阜長良川 (現 岐阜都ホテル)／都ホテル 四日市 (現 四日市都ホテル）／
都ホテル 京都八条 （現 新・都ホテル）／都ホテル 尼崎 （現 都ホテルニューアルカイック）
◆都シティ
都シティ 東京高輪／都シティ 津 （現 津 都ホテル）／
都シティ 近鉄京都駅 （現 ホテル近鉄京都駅）／都シティ 大阪天王寺 （現 天王寺都ホテル）
◆都リゾート 都リゾート 志摩 ベイサイドテラス （現 海辺ホテル プライムリゾート賢島）／
都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト （現 ホテル近鉄 アクアヴィラ伊勢志摩)

ディフューザー（イメージ）
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■都オリジナルミュージック
３つのカテゴリーのイメージに合わせたロビーミュージックをセレクト。来館されたお客さまを「都ホテルズ＆
リゾーツ」の世界へと誘います。
キーワード
◆都ホテル

ＲＥＦＩＮＥＤ
洗練された

ＰＲＯＦOＵＮＤ
深遠な

◆都シティ

SMART
機能的・都会的

◆都リゾート

ＳＵＰＲＥＭＥ
至高の

CASUAL
気楽・快適
ＲＥＬＡＸ
くつろぎの

ＷＡＲＭ
あたたかみのある
FRESH
爽快感・清潔感

ＦＲＥＳＨ
爽やかな

≪実施ホテル≫
◆都ホテル 都ホテル 岐阜長良川 (現 岐阜都ホテル)／都ホテル 四日市 (現 四日市都ホテル）／
都ホテル 京都八条 （現 新・都ホテル）／都ホテル 尼崎 （現 都ホテルニューアルカイック）
◆都シティ
都シティ 東京高輪／都シティ 津 （現 津 都ホテル）／
都シティ 近鉄京都駅 （現 ホテル近鉄京都駅）／都シティ 大阪天王寺 （現 天王寺都ホテル）
◆都リゾート 都リゾート 志摩 ベイサイドテラス （現 海辺ホテル プライムリゾート賢島）／
都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト （現 ホテル近鉄 アクアヴィラ伊勢志摩)
（以 上）
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参考
■ブランドリニューアルについて
当社は、インバウンドのお客さまの急増など、環境の変化や、お客さまが求められるおもてなしのスタイルの変化などに
対応するとともに、ホテルグループとして今後も成長を続けていくために、ホテルブランドの再編を行うこととしました。
都ホテルズ＆リゾーツの各ホテルを、「都ホテル」「都シティ」「都リゾート」の３つに分け、ポジショニング、施設構成や機能、
サービスコンセプトなどをカテゴリーごとに明確化し、サービススタイルの違いをお客さまに分かりやすくお伝えするとともに、
今後の新規展開やリニューアルの基準といたします。
新たなブランドロゴやホテル名称は、２０１９年４月１日から使用します。
３つのブランドカテゴリーの概要については以下の通りです。

新ブランドコンセプト
■「都ホテル」

「繊細な心配りと培われた品位が生み出す心あたたまる時間」

～伝統を受け継ぎ、その先へ～

幾多の賓客をお迎えしてきた都ホテルの伝統と品位を継承する都市型フルサービスホテル
・和モダンな要素を取り入れた、上質でリラックスできるデザインコンセプト
・複数のレストラン、宴会場など、宿泊はもとより地域の様々な需要にも応える施設
・お客さまの様々なご要望にお応えする「都アンバサダー」を新設するなど、高水準のゲストサービス
■「都シティ」

～都市の滞在を、スマートに～

都ホテルのおもてなしを、宿泊主体に機能的にご提供する都市型カジュアルサービスホテル
・都会的でモダンな要素を取り入れた機能的なデザインコンセプト
・宿泊者が自由に飲み物などをご利用いただける宿泊者専用ラウンジや、ランドリールーム、Wi-Fi など
パブリックサービスを充実
■「都リゾート」

～寛ぎの時間を、至高の時間に～

リゾート地の魅力に溢れ、心と体がリセットされるリゾート型フルサービスホテル
・リゾート地の自然や非日常の雰囲気を感じられるデザインコンセプト
・開放的なレストランやバー、温泉やプール、スパなどホテルでの滞在をお楽しみいただける施設
・地元の食材を使った特色ある料理やアクティビティ
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■都ホテルズ＆リゾーツについて
近鉄グループのホテルチェーンとして、都市型ホテルから高級リゾートホテルまで、国内外において魅力あ
るサービスを提供しています。
（１） チェーンホテル数 ２２施設
（２） 総客室数 約６，０００室
（３） 都ホテルズ＆リゾーツ加盟施設 一覧
（2019年4月1日以降）
都道府県
客室数

ホテル名

都ホテル
シェラトン都ホテル東京

東京都

484

シェラトン都ホテル大阪

大阪府

578

ウェスティン都ホテル京都

京都府

499※１

大阪マリオット都ホテル

大阪府

360

都ホテル 岐阜長良川

岐阜県

192

都ホテル 四日市

三重県

118

都ホテル 京都八条

京都府

988

都ホテル 尼崎

兵庫県

185

都ホテル 博多 （2019 年 9 月 22 日開業）

福岡県

都シティ

東京都

都シティ 東京高輪

199

都シティ 津

三重県

83

都シティ 近鉄京都駅

京都府

368

都シティ 大阪天王寺

大阪府

200

都シティ 大阪本町 （2020 年春開業予定）

大阪府

都リゾート
志摩観光ホテル ザ クラシック

三重県

志摩観光ホテル ザ ベイスイート

114
50

都リゾート 志摩 ベイサイドテラス

三重県

108

都リゾート 奥志摩 アクアフォレスト

三重県

127

ホテル近鉄ユニバーサル・シティ

大阪府

456

ホテル志摩スペイン村

三重県

252

神戸 北野ホテル

兵庫県

30

(旅館）賢島宝生苑

三重県

169

(旅館）奈良

奈良県

34

都ホテル ロサンゼルス

アメリカ

174

都ホテルハイブリッドホテル トーランス・カリフォルニア

アメリカ

208

※１

万葉若草の宿 三笠

ウェステイン都ホテル京都は耐震改修およびリニューアル工事前の客室数です。
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