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多彩なサービスで客層を広げるレジャーホテル…
…女子会、ビジネス、ファミリー

検索

2014年6月27日(金) 18時08分

【特集】ホテル
├九州地方で人気の宿泊施設は？ 「じゃらんアワード2013」九州ブロ…
├富士山世界遺産登録1周年記念、限定メニュー……見た目や地元食材
└高級ホテル「アンダーズ東京」が虎ノ門ヒルズにオープン

ツイート

いいね！
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【これから開催のイベント】

0

第1回 ライブ＆イベント産業展
(7/9-11 東京ビッグサイト)

メルマガ購読

男女のカップル向けのホテル、レジャーホテル（ブティックホテル）だが、近年そのサービスを多様
化することによって、新規需要に応え、あるいは需要を掘り起こしているところがある。
京都・大阪・滋賀に9店舗のレジャーホテルを運営するベストディライトグループは、そのサービスの
ユニークさとお得感で注目されているという。
宿泊プランにはパーティープラン、女子会プラン、ビジネスプラン、ファミリープラン、癒しプランなど
、従来のレジャーホテルの概念からは想像できないプランをラインアップする。また京都観光などで
活用できる無料参拝チケット付の観光プランもあり、海外から訪れる観光客にも注目されている。
ホテル内には本格的なバリ式アロママッサージ施設「SPA LOTUS」を併設（一部スパ施設のないホ
テルもあり）。オールハンドで行う本格バリ式マッサージとなっており、スパのみの利用も可能。
利用者にはその場での筆記アンケート、ウェブでの利用後アンケートを多面的に実施し、サービス
向上に務めており、2014年第1四半期（1月～4月）売上金額は、前年比129％と好調とのこと。
前述の宿泊プランの他、20種類以上の会員特典も用意されている。洗車サービス（一部店舗のみ）
、モーニング25種類、ウェルカムフルーツなども準備されている。
《RBB TODAY》

第5回ファッション雑貨EXPO
(7/9-11 東京ビッグサイト)
第1回営業支援EXPO
(7/9-11 東京ビッグサイト)

【注目のセミナー】
【2014年 臨床研究用モデルを供給開始予定】トヨタの
次世代パートナーロボット戦略～次世代ロボット技術
の先行開発、技術的・事業的課題と展望～(7/11)
＜経済産業省 医療・福祉機器産業室＞医療分野の
新たな研究開発体制と医療機器産業政策(7/10)
大阪開催◆セミナーを受講しながら自分の「人脈マップ
」が出来る！◆人脈を視覚化することで人間関係の作
り方が分かる！「社内人脈・社外人脈」の構築・維持・
拡大入門(7/8)

特集・連載

【Interop Tokyo 2014】
■ShowNetウォーキングツアー…目
玉はラック群
■ShowNetウォーキングツアー…総
計70億円超！
【COMPUTEX TAIPEI 2014】
■WiFi搭載の電源アダプターで家庭
内の電源を管理
■3種類のモードでiPadを利用可能
なケース「iCircle」
【新連載・快適ペットライフ】
■犬のトイレグッズ活用術

【発表！ブロードバンドアワード2013
】
2013年、最も満足度の高かったキャ
リア・ISPは？
【特集】法人向け無線LANアクセス
ポイント
■今後さらに需要が増す、法人向
け無線LANアクセスポイントを徹底
特集！

・【PR】オフィスを強くするための【 IT導入相談室 】
・【PR】iPhone 5s、5c発売!! 気になるあなたの回線速度は？
・【PR】【無料ダウンロード】ビッグデータと自動化を活用したセキュリティ運用センター

【特集】格安SIM特集
■増税なのに値下げも！？格安SI
Mでスマホ代を節約！

関連リンク
ベストディライト ホテル&スパグループ［関西のホテル/レジャーホテル/スパ］
前のニュース

次のニュース

【SPEED TEST】
■MVNO「mineo（マイネオ）」は快適
につながるか？

今、あなたにオススメ
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【ホワイトペーパー】企業における高
度なサイバー攻撃の脅威
■シグネチャを用いた対策が困難
な、巧妙化された脅威に対抗する最
新手法”ライブメモリ分析”とは
HKT48指原、イソジンを飲
まされる!? 若手メンバー
のイタズラに批判殺到

神田うの 就活学生への苦
言に「世間知らず」とバッシ
ング

英 ロータス、最初の二輪
車 「C-01」 発表…200psの
スーパーバイク

ざわちん、ミランダ・カーの
ものまねメイクで本人と対
面

(dietclub.jp)

(resemom.jp)

(response.jp)

(dietclub.jp)

【新連載・「視点」】
■地域の危機を救った卵かけご飯
醤油「おたまはん」

【物欲乙女日記】
■入り口は男らしく後味はフェミニン
、こだわりの新ジャンル飲料を試す(
1/2)

From the web

From the web

From the web

山ノ家vol.9：山ノ家はこれ
で完成？

凄い！リアル！ 最新サッ
カーゲームアプリ

「ちょっとずれてよ」ができ
ちゃう超便利なOAタップ

(コロカル)

(Number Web)

(価格.com)

From the web

世界的な指導者集団が明
かす日本代表の長所と改
善点とは？
(Legends Stadium)

【特集】BYOD・MDM
■主要な製品一覧や、市場分析 他

【新連載・浅羽としやのICT徒然】
■第15回 最近話題のNFVについて
考える

Recommended by

編集部のおすすめニュース
夏の美と健康に。限定の冷製パスタ＆麺メニューがグランドハイアット東京に登場
東京・六本木のホテル「グランドハイアット東京」では、ホテル内にある3件の飲食店で夏季限定メニューを提
供する。期間は8月31日まで。

ビアガーデンスタイルで楽しむグランドハイアット東京の夏限定ディナー
東京・六本木のホテル「グランドハイアット東京」では、ホテル内にある飲食店3店舗でテラス席を利用した“ビ
アガーデンスタイル”のサービスを6月1日から提供する。

【木暮祐一のモバイルウォッチ】
■第50回 Google Glassはブレイク
するのか？Part3

【特集】標的型サイバー攻撃
■標的企業に合わせてカスタマイズ
されたサイバー攻撃にどのように対
応するか

Facebookもチェック

虎ノ門ヒルズホテル内に「AO SPA」オープン。富士山コスメ用いたメニュー
6月11日に開業する虎ノ門ヒルズ内のホテル「アンダーズ東京（Andaz Tokyo Toranomon Hills）」に、「アオ ス
パ＆クラブ（AO SPA AND CLUB）」がオープンする。

RBB Todayエンタメニュース
いいね！

7,781人がRBB Todayエンタメニュースについて「いい
ね！」と言っています。

銀座に新しい社交場「銀座グランドホテル」オープン
グランビスタ・ホテル＆リゾートが運営する「銀座グランドホテル」が東京・銀座にオープンした。

超優雅にゴルフを楽しむ！ エルメス仕様のヘリコプターで行くゴルフプラン
旅行専門店のロイヤルロード銀座は、エルメス仕様のヘリコプターを利用して現地まで往復するゴルフプラ
ン「名門川奈ホテルゴルフコース[富士コース]プレー」を8日より発売する。

Facebookソーシャルプラグイン

エンタメアクセスランキング

朝食だけでも宿泊費の元が取れる!? おいしい朝食が食べられるホテル
旅行口コミサイト・トリップアドバイザーは22日、投稿された口コミ評価をもとにした「2014 朝食がおいしいホ
テルランキング」を発表した。

マンダリンオリエンタル東京、ヨウジヤマモト「ディスコード」を最上階でインスタレーション
東京・日本橋のホテル、マンダリン オリエンタル 東京にて「ヨウジヤマモト」の新アクセサリーブランド「ディス
コード」のディスプレイ「インスタレーション アット マンダリンオリエンタル 東京 バイ ヨウジヤ...

“年収ランキング”にアイドルたちが続々反論……
SKE48松村香織は「余裕で半分以下」
金爆、CD販売で新たな挑戦……「音楽だけを売る
。写真とかも一切ありません」
ウーマン村本のゲスすぎる“1日デート権”が79万
円で落札！
ももち、スタバで正体バレて反省……「アイドルとは
思えない姿を お見せしてしまった」

[FREESPOT] 三重県のビジネスホテル 万徳にアクセスポイントを追加
フリースポット協議会は、三重県のビジネスホテル 万徳に設置されたアクセスポイントを新たに追加した。

マツコ、AKB48・渡辺麻友の問題点を指摘……「指
原さんの役目ってデカかった」
たけしは窃盗未遂!? ダンカン母の葬儀で軍団が
ハチャメチャ……

特集
京都府
├嵐山駅で全国の梅酒100銘柄を楽しめるイベント
├『京都・文化遺産 アーカイブプロジェクト』が発足……17社寺・城が連携
└JR西日本、無料公衆無線LANサービスエリアを拡大……訪日外国人向け
大阪府
├ももクロ極寒ライブの寒さを体験せよ!!……今ならいいかも
├“生還率0.002％”が進化したら何％？……USJ『バイオハザード』今年も
└ニューヨーク描き出すトム・クリストファー個展、大阪ギャルリーためながで開催

秋元才加、遺伝子検査の意外な結果に驚き……「
期待と恐怖が押し寄せてきた」
柏木由紀は風呂嫌い!? 「明日大事な日だなって思
ったら入ります」
「アッコにおまかせ！」にブチ切れた落合弁護士、T
BSからの謝罪面会断わる
「倍とろ」も復活！ スシロー30周年感謝祭の第3弾
メニュー
エンタメニュースを対象にした、直近3時間のアクセスランキングです

滋賀県
└
地域・地方、ローカル
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├昼間っから全国の日本酒を飲み歩き！ 28日に四谷・荒木町でイベント開催
├島根県、中学生・高校生向けの「Ruby教室」を開催
└ももクロ極寒ライブの寒さを体験せよ!!……今ならいいかも

アナと雪の女王 Mo
vieNEX (ブルーレイ

東方神起LIVE TO
UR 2014 TREE ［D

【9月中旬〜下旬発
送】【送料無料】茂

クリスタルガイザー(
500mL*48本入) 【H

【送料無料】ワンデ
ーアキュビューモイ

楽天でキーワードをチェック
最近のアクティビティ

アカウント登録

ホテル
新規登録またはログインして、友達が今どうしているかチェックしてみましょう。

スパ
京都旅行

【CEATEC 2013 Vol.2】NTTドコモ、出展内容を発表……スマホ秋冬モデルや「インテリジェントグラス」展示 | RBB
TODAY
26人がすすめています。
AKB48柏木由紀にJリーガーとの“朝まで合コン”報道……峯岸も同席か？
79人がすすめています。

大阪旅行
観光

ネット上で話題に | RBB TODAY

アップル、「iOS 6.0.1」をリリース……iPhone 5の場合は注意が必要 | RBB TODAY
140人がすすめています。
「餃子の王将」が謝罪……従業員と客のW不祥事 | RBB TODAY
47人がすすめています。

Facebookソーシャルプラグイン

注目ニュース
“ヨゴレ”ることも必要？ AKB48
、「ロンハー」出演で差がつく

平愛梨、“超絶美少女”と評判の
妹・祐奈とのツーショット公開
ブロードバンド/無線LANスポット検索
ブロードバンド検索
〒

-

無線LANスポット検索
PC版
PDA版
iモード版
au版
SoftBank版
AirH"Phone版
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