






I● 訪問レポー ト Visiting Report I 
セントレジスホテル大阪を訪ねてきました。

御堂筋を一望する大阪•本町に2010年10月にオー プンした「セントレジスホテル大阪」。米国を本拠地とす
るスター ウッドグルー プの最高級ホテルとして知られますが 、同ホテルの歴史や特徴、大阪進出への思いなど
についてお話を伺ってきました。

セントレジスホテルの創始者ジョン・ ジエイコブ・アスター四世は、1904年、ニュ ーヨ ー ク五番街にニュ ーヨ

一クの社交界やアメリカ上流階級 の人々が贅沢にくつろげる空間としてこのホテルを誕生させました。世界で
20番目となる「セントレジス大阪」もその伝統をしっかりと受け継いでおり、ニューヨ ー ク五番街のたたず まい
を思わせる入リロの扉を開けた瞬間から、 特別な世界が眼前に広がります。高い天井の12F ロビー は群を抜く
豪華さと心地良さが絶妙のバランスをかも し出し、その奥にある「The St. Regis Bar 」は天井のゴー ルドと調度

類のブルー が美しく響き合い、まさに「珠玉」と呼ぶにふさわしい空間となっています。客室に一歩足を踏み入
れると、家具のクオリティの高さに加えて、 扉の枠や照明、タオル、 アメニティなど細部に至るまで＇完璧な美しさ“

が追求されおり、その配慮の細やかさに驚くばかり。でも 、決して海外にいる感覚にならないのは、和と洋の要
素が絶妙に配證されているからでしょう。

では、 なぜ大阪が日本最初の進出地に選ばれたのでしょうか？「候補地を探す中で、 ま ず大阪で良い場所が
見つかったことが大きかったと思います。商業の中心地で国際空港も あり、京都や奈良にも近いなど、大阪に進
出できて大変嬉しく思っています」と広報ご担当者。 また、「その時•ここだけ」の特別な体験を提供することが

大切だと考える「セントレジス」では、‘‘アフィショナー ド＂ と呼ばれる様々な特別限定プログラムを用意していま
す。たとえば、 海外から三ツ星レストランのシェフを招いて少人数 を対象にした料理レッスンを行ったり、他では
決して体験することができないプログラムがあり、好評を得ているとのことです。 客室数160室とちょうど目が
行き渡る規模で、魅力ある個性と方向性を打ち出した「セントレジスホテル大阪」は、私たちに新しいホテル
の楽しみ方を提示しているように思いました。

Visiting Report The St. Regis Osaka 
St. Regis, the most luxurious hotel name among the Star Wood Hotels & Resorts、opened its first hotel in 

Japan in Hommachi Osaka, at a place overlooking the beautiful Mido-suji Avenue in October 2010. Last 
December, two months after its one year anniversary, we have visited the St. Regis Osaka to find out its 
history and legacy as well as what made them to come to Osaka. 

In 1904, Colonel John」acob Astor IV opened the St. Regis New York on 55th Street and Fifth Avenue. 
Born in one of the most renowned families in America at that time, he eyed to create a hotel for gentlemen 
and family members of supreme wealth, where they could feel as comfortable as they would as guest in a 
private home. The St. Regis Osaka, the 20th under the name, continues its legacy. Once you step inside 
the entrance, reminiscent of one of those you would find along the Fifth Avenue, you could sense 
something special is waiting ahead. A high vaulted lobby on the 1 2th floor has maintained a superb balance 
between luxury and comfort、whereas The St. Regis Bar at the end of the corridor should be called a "gem," 
in which the gold of the ceiling magnificently resonates with the color of blue used in the furniture. In the 
guest rooms, you would be amazed by the quality of extreme standard in everything you can see: from 
furniture, lighting, towels, till bathroom amenities. But curiously enough, you would never feel being 
abroad、since the design concept employed here was to fuse elements between the West and the East. 

Then, why did they choose Osaka for the first St Regis in Japan ? The St. Regis Osaka's Marketing 
Supervisor said "We were looking for different places and in the process we came across a very good place 
here in Hommmachi、Osaka, which played a lot. We are extremely happy to be in Osaka. It is the centre of the 
region's economy, there is an international airport, and we are quite near to Kyoto and Nara." In the St. Regis 
they have various special programs called "Aficionado." These are very special programs that can never be 
experienced any other places. Last year, for instance, the St. Regis Osaka organized an event in which a 
Michelin-three-star chef came all the way from Italy to give a lesson to a small group of people at the hotel's 
kitchen、and all these activities are very popular. A hotel with160 guest rooms, not big in size but just 
quite right in looking after every guest without losing the standard of service, the St. Regis Osaka seems 
showing us a new way of enjoying hotels with its articulated character and direction, which can not be 
easily found in many hotels in」apan.
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佃人会貝 Individual Members 
茶谷 滋子 Shigeko Chatani 
張 振亜 Cheng Chang-Ya 
ァイヴィッド・コンドン David Condon 
古川 弥紀 Miki Furukawa 
服部光雄 Mitsuo Hattori 
平井陰彦 Takahiko Hirai 
石井 久行 Hisayuki Ishii 
石川 かをリ Kaori Ishikawa 
井澤 和子 Kazuko lzawa 
金澤 政輝 Masaki Kanazawa 
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ウェスティンホテル大阪 The Westin Osaka 

北村 エリザベスElizabethKitamura 
小松さと美 Satomi Komatsu 
黒森 香織 Kaori Kuromori 
楠本 祐一 Yuichi Kusumoto 
パトリック・J. リネハン Patrick J. Linehan 
牧田 寛治 Kanji Makita 
丸谷 恵子 Keiko Ma 『utani
松井 知章 Tomoaki Matsui 
ステラ・M. マックスウェル Stella M. Maxwell 

鳴川 冨美子 Fumiko Narukawa 
西掘 恵以子 Eiko Nishibori 
西川幾雄 lkuo Nishikawa 
岡田 加奈 Kana Okada 
大谷 富子 Tomiko Otani 
ランデル 洋子Yoko Randell 
斎藤 景子 Keiko Saito 
シルパ 寿子 Toshiko Silva
高谷 美喜子 Mikiko Takatani 
谷口 陽子 Yoko Taniguchi 

畳谷 久仁子Kuniko Tatamitani 
冨田 長子 Nagako Tomita 
チェン・シュウ Cheng Xu
余語 和広 Kazuhiro Yogo 
余語 直子 NaokoYogo 
吉崎 圭子 Keiko Yoshizaki 
吉崎 晶子 Shoko Yoshlzaki 
湯木 尚二 SyojiYuki 

In alphabetical order 

事務属を!I艦ぎ旱＜も半年。イベントでお会いする奮さまの笑麟と勤ましの声に支え
られて、なんとかここまで冒ぎ着けましたホームペー ジやニュ ー スレタ ー （今号より）
のリニューアルにも着手しましたが、 今一震、 B米交漬の原点に立ち返ることの大切さ
を感じ始めておリます。 ぜひ奮さまのこ童見をお書せいただければ拳いです。

Six months have already past since we took ove 『 theJ心0 office. Thanks to the similes 
and kind encouragements from those who we met at events, we have somehow 
managed to steer the office on course. Renewals on both the Website and Newsletter 
(from this Issue) are among the things we took on. But at the same time, we think that 
getting back to what this society was orlglnally meant Is very lmponant We look forward 
to having your feedbacks and opinions on ou 『 activities.


