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2016年 1月 19日 

NEWS RELEASE 
 

報道関係各位 

 
 

IHG™、世界 5,000軒目のグループホテルをニューヨークにオープン 

※本ニュースリリースは、2016年 1月 12日に IHGが発表したニュースリリースの抄訳版です 

 

  

世界有数のホテルグループ、インターコンチネンタル ホテルズグループ（IHG™）は本日、ニューヨ

ーク市内にホテル インディゴ ロウアー・イーストサイド ニューヨーク（Hotel Indigo® Lower East 

Side New York）をオープンし、IHG が世界約 100 か国に展開するグループホテルの総数が

5,000軒を超えたと発表しました。 

 

この記念すべき 5,000軒目のホテルの誕生は、業界をリードするホテルグループとして世界中のお

客様にご愛顧をいただいている IHG 保有の各ブランドが持つ高い競争力を、内外に改めて示すも

のとなりました。 

 

このほどオープンしたホテル インディゴ ロウアー・イーストサイド ニューヨークは、IHGがブラックキ

ャピタル・リアルエステート（BCRE）をパートナーとして開発した、ニューヨーク市内で 3 番目のホテ

ル インディゴ®です。マンハッタンでも人気の高いロウアー・イーストサイド地区に立地する同ホテル

は、近年成長が著しいブティックホテルのセグメントで首位を走る IHG のさらなるシェア拡大に貢献

すると期待されています。 

 

  
【写真： ホテル インディゴ ロウアー・イーストサイド ニューヨーク - 5,000番目の IHGホテル】 

 

IHGの最高経営責任者であるリチャード・ソロモンズは、次のように述べています。 

「今回、5,000軒目のグループホテルとしてホテル インディゴ ロウアー・イーストサイド ニューヨーク

がオープンしたことは、IHG の輝かしい発展の歴史における大きな節目となりました。5,000 ホテル

達成は、質の高い成長をめざす IHG の長期戦略の有効性が証明された結果であり、お客様の幅

広いニーズや旅行目的をセグメント別に把握し、それぞれにきめ細かくお応えすることをめざす

IHGのホテルブランドの強みを示しているといえます。 

http://www.ihgplc.com/
http://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/gb/en/new-york/nycos/hoteldetail
http://www.ihg.com/hotelindigo/hotels/gb/en/new-york/nycos/hoteldetail
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IHG は長年、業界をリードするホテルブランドのポートフォリオ構築と、重点分野への進出に積極的

に取り組んできました。こうした取り組みは、IHG がオーナーの皆さまとの間に育ててきた協力関係

や、デジタルプラットフォームの充実とも相まって、毎年の一貫した好業績につながってきました。今

回のグループホテル総数 5,000 軒という節目も、IHG のブランドポートフォリオへの追い風と、世界

でも特に成長著しい市場への積極的な開発投資を背景に、近年新たなホテルのオープニングが加

速度的に進んでいることを背景にしています。」 
 

IHG が世界全体で展開するグループホテルの数は、2003 年 12 月の時点でわずか 3,500 あまり

でしたが、そこからの 12 年間で 1,500 も増加しました。また、IHG が掲げるクオリティ重視の戦略

により、お客様の満足度を示す各種の数字も過去最高の水準にアップしました。この間の取り組み

には、ホスピタリティ業界史上最大級となったホリデイ・イン®ブランドファミリーの全面リニューアル

も含まれています。この計画を通じ、IHGは旧来のホテルのうち 1,000以上を閉鎖、3,300をリニュ

ーアルオープンしました。  

 

IHG では、グループホテル数が世界全体で 5,000 に達したことを記念して、最近オープンした代表

的なホテルの概要も発表しました。今回の大きな節目は、これらを含むすべてのグループホテルの

貢献によって実現したものです。 

 

以上 

添付資料： インフォグラフィック「IHGのホテル 全世界で 5,000軒を超える」 
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5000ホテルに加わった IHGのグループホテル 

 

ホテル ヴァン ザント キンプトン ホテル：  

米国テキサス州オースティンの歴史的街区レイニーストリート

に立地する、同市初のキンプトン ホテル（客室数 319）です。

音楽シーンが世界的に名高いオースティンにふさわしく、優美

でありながらエッジのきいたデザインが特徴です。 

 
EVEN® ホテルズ ニューヨーク・タイムズスクエア サウス：  

「EVEN®ホテルズの新しい顔」としてマンハッタンのミッドタウ

ン地区にオープンした、客室数 150、米国で 3 番目の EVEN

ホテルです。 

 
インターコンチネンタル® ロンドン The 02： 

ロンドンのグリニッジペニンシュラ地区のランドマークとして多

くの観客が集まる O2 アリーナから至近のロケーションにオー

プンしました。客室数は 453 で、ヘルススパ、数々のレストラ

ン、テムズ川やカナリーワーフの眺めが 270 度のパノラマで

お楽しみいただけるスカイバーなど、館内施設も充実していま

す。 

 
HUALUXE® 海口シービュー： 

大中華圏で 3 番目にオープンした HUALUXE（華邑）ブランド

のホテルで、リゾートロケーションでは初の HUALUXE（華邑）

です。 

 
ホリデイ・イン エクスプレス® ニューデリー インターナショナル

エアポート ターミナル 3： 

インドの空の玄関口、インディラ・ガンジー国際空港にオープ

ンした、ニューデリーで初のホリデイ・イン エクスプレスです。  
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5,000ホテルに至るまでの歩み 

IHGが独立企業として再編発足した 2003年以来、グループ全体と個々のブランドの発展の歴史には数々の

輝かしい足取りが刻まれてきました。グループホテル数 5,000に至るまでの主な歩みは次の通りです。 

 
2003： IHGがホテルグループとして独立、キャンドルウッド スイーツ®を買収（以後、同ブランドの規模は 3

倍以上に拡大） 

2004： ホテル インディゴ®ブランドを創設（ホテル インディゴは現在までに世界全体で 60ホテルがオープ

ン、今後 3～5年間でさらに倍増予定） 

2007： ホリデイ・イン®ブランドファミリーが、ホスピタリティ業界最大級の本格リニューアルに着手。現在ま

でに、米国以外で展開するホテルの合計客室数で競合ブランドの 4倍以上という圧倒的首位の座

を確立。ホリデイ・イン エクスプレス®も 2007年以来、米国以外でのプレゼンスを倍増するなど、現

有勢力と今後の開発計画の両方において世界ナンバーワンのグローバルホテルブランドファミリー

として成長中 

2012： 中国の旅行客向けに特化した世界初のホテルブランド、HUALUXE（華邑）®ホテルズ＆リゾーツを

創設（2015年に第 1号のホテルがオープン） 

2012： ウェルネス指向に特化した業界初のブランド、EVEN®ホテルズを創設（2014年に 2軒オープン） 

2013： 中華圏に展開するグループホテル数が 200に到達 

2014：  クラウンプラザ®のホテル数が 400に到達。ステイブリッジ スイーツ®が同 200に到達 

2015：  ブティックホテルを運営する世界最大の独立企業、キンプトン®ホテルズ＆レストランツを買収、既

に展開中のホテル インディゴと合わせてブティックホテル市場最大手に躍進 

 
インターコンチネンタル ホテルズグループ（IHG）について 

 

インターコンチネンタル ホテルズグループ（IHG）【LON:IHG; NYSE:IHG (ADRs)、本社：英国】は、インターコ

ンチネンタル ホテルズ＆リゾーツ、キンプトン ホテルズ&レストランツ、HUALUXE（華邑） ホテルズ＆リゾーツ、

クラウンプラザ ホテルズ＆リゾーツ、ホテル インディゴ、EVEN ホテルズ、ホリデイ・イン ホテルズ＆リゾーツ、

ホリデイ・イン エクスプレス、ステイブリッジ・スイーツ、キャンドルウッド・スイーツといった幅広いホテルブラン

ドを展開するグローバル企業です。 

IHGは現在、世界の約 100 の国や地域で 5,000以上のホテル、72 万 4000室を所有、運営、リース、もしく

はフランチャイズ契約しています。さらに、世界中でおよそ 1,300ホテルを開発中です。 

また、業界初、8,800万人以上の会員を擁する IHG リワーズクラブは、世界最大のホテル会員組織です。 

インターコンチネンタルホテルズグループ PLC は、グループの持ち株会社であり、英国で法人格を取得し、イ

ングランドとウェールズに登記しています。世界各地の IHG のグループホテルおよび本部では 35 万人の従

業員が働いています。 

IHG では、各種情報の入手や、宿泊予約をインターネット上で行うことができます。各ホテルに関する情報、

及びご予約に関しては、www.ihg.com、また、グループのホテル会員プログラムの IHG リワーズクラブに関し

ては、www.ihgrewardsclub.com をご確認ください。 

IHG の最新情報については、メディア向けページ www.ihg.com/media のほか、www.twitter.com/ihg、 

www.facebook.com/ihg、www.youtube.com/ihgplc をご覧ください。（いずれも英語サイト） 

IHG・ANA・ホテルズグループジャパンのウェブサイト URL: www.anaihghotels.co.jp  

IHG・ANA・ホテルズグループジャパンのプレスリリースウェブサイト URL: 

www.anaihghotels.co.jp/corporate/pr  

 

本件に関するお問い合わせ先： 

IHG・ANA・ホテルズグループジャパン 

広報  潮 孝子 

Tel: 03 5501 7548  Fax: 03 5501 7580 
Takako.ushio@ihganahotels.com  

mailto:Takako.ushio@ihganahotels.com
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