NEWS RELEASE
2017 年 6 月 15 日
インターコンチネンタル® ホテルズ&リゾーツ、
「ワールド・トラベル・アワーズ 2017」アジア・オーストラレーシア大会で受賞数が 倍増


 ラグジュアリー・ホテルブランドとして権威ある 69 の賞を獲得
ANA インターコンチネンタルホテル東京が「日本のリーディング・ビジネス向けホテル 2017」を 2 年連
続、インターコンチネンタルホテル大阪が「アジア地域リーディング・ラグジュアリー・ビジネス向けホテル
2017」「日本のリーディング・シティホテル 2017」を初めて獲得

インターコンチネンタル ホテルズ グループ(IHG)が展開するインター コンチネンタル® ホテルズ&リゾー
ツ（以下、インターコンチネンタル）はこのほど、中国の上海で開催された「ワールド・トラベル・アワーズ
2017 （World Travel Awards 2017）」のアジア・オーストラレーシア大会において、 69 の賞を獲得し
ました。
インターコンチネンタルは、4 年連続で「アジア地域リーディング・ラグジュアリー・ビジネスホテルブラン
ド」の栄誉に輝いたほか、「アジア地域リーディング・ラグジュアリー・ビジネスホテルブランド」、「アジア
地域リーディング・ラグジュアリー・ホテルブランド」にも 6 年連続で選ばれました。また、「オーストラレ
ーシア地域リーディング・ホテルブランド」は 2 回目の受賞となりました。
日本国内では、ANA インターコンチネンタルホテル東京が「日本のリーディング・ビジネス向けホテル
（Japan’s Leading Business Hotel） 2017」を 2 年連続受賞、インターコンチネンタルホテル大阪が
「アジア地域リーディング・ラグジュアリー・ビジネス向けホテル（Asia’s Leading Luxury Business
Hotel） 2017」「日本のリーディング・シティホテル（Japan’s Leading City Hotel） 2017」を初めて獲
得しました。

【左：ANA インターコンチネンタルホテル東京、右：インターコンチネンタルホテル大阪】

アジア、オーストラリア、太平洋のインターコンチネンタル ホテルやリゾートの多くが様々な部門で賞を
獲得しました。インターコンチネンタル ダナン サン ペニンシュラ リゾート（ベトナム）は、「アジア地域リ
ーディング・ラグジュアリー・リゾート」、「アジア地域リーディング・ファイン・ダイニングホテルレストラン」、

「アジア地域リーディング・ラグジュアリー・ホテルビラ」、「ベトナムリーディング・リゾート」を受賞してい
ます。
IHG・ANA・ホテルズグループジャパンの CEO（最高経営責任者）のハンス・ハイリガーズは次のよう
に述べています。「今年は、インターコンチネンタルホテル大阪、ANA インターコンチネンタルホテル東
京ともに初の栄冠を手にし、日本のインターコンチネンタルにとっても記念すべき大会となりました。ア
ジア・オーストラレーシア地域においてインターコンチネンタルがこのような大きな成功を収めたことは、
70 年以上にわたりお客さまに支持される『インターコンチネンタル ライフ』を提供することに努めている
結果と考えております。インターコンチネンタルは、日本においてもグループの成長を牽引する役目を
担っており、より多くのお客様にワールドクラスのラグジュアリー・トラベルを提供してまいります。」
1993 年に創設され今年 24 周年を迎えたワールド・トラベル・アワーズは、旅行・観光分野における優
れた 施設や事業者などを毎年表彰しています。国・地域・世界という 3 つのレベル別に表彰され、世界
中の専門家と一般からの投票によって審査が行われます。
インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツが、「ワールド・トラベル・アワーズ 2017」のアジア・オースト
ラレーシア地域大会において獲得した賞は次の通りです。

インターコンチネンタル ホテルズ&リゾーツの受賞：





アジア地域リーディング・ホテルブランド
アジア地域リーディング・ラグジュアリー・ビジネスホテルブランド
オーストラレーシア地域リーディング・ホテルブランド
アジア地域リーディング・ビジネス向けホテルブランド

アジア地域の受賞：
インターコンチネンタル 三亜ハイナンベイ リゾート （中華人民共和国）
 中国のリーディング・リゾート
 中国のリーディング・ビーチ・リゾート
インターコンチネンタル グランド スタンフォード 香港 （香港）
 香港のリーディング・ビジネス向けホテル
 香港のリーディング・ホテル
 アジア地域リーディング・ビジネス向けホテル
インターコンチネンタル バリ リゾーツ （インドネシア共和国）
 バリのリーディング・MICE ホテル
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ANA インターコンチネンタルホテル東京 （日本）
 日本のリーディング・ビジネス向けホテル 2017
インターコンチネンタル ホテル大阪 （日本）
 アジア地域リーディング・ラグジュアリー・ビジネス向けホテル
 日本のリーディング・シティホテル
インターコンチネンタル ソウル COEX （大韓民国）
 韓国のリーディング・ビジネスホテル
インターコンチネンタル シンガポール （シンガポール）
 シンガポールのリーディング・ホテル
 シンガポールのリーディング・カンファレンス向けホテル
インターコンチネンタル ソウル COEX （大韓民国）
 韓国のリーディング・ビジネスホテル
インターコンチネンタル サムイ バーン タリンガム リゾート （タイ王国）
 タイのリーディング・ビーチリゾート
 アジア地域リーディング・ビーチリゾート
 タイのリーディング・リゾート
 アジア地域モスト・ロマンティックリゾート
インターコンチネンタル バンコク （タイ王国）
 タイのリーディング・ホテル
 アジア地域リーディング・シティホテル
 タイのリーディング・ビジネス向けホテル
インターコンチネンタル ダナン サン ペニンシュラ リゾート （ベトナム共和国）
 アジア地域リーディング・ラグジュアリー・リゾート
 アジア地域リーディング・ファインダイニング・ホテルレストラン
 アジア地域リーディング・ラグジュアリー・ホテルビラ
 ベトナムのリーディング・リゾート
インターコンチネンタル サイゴン （ベトナム共和国）
 ベトナムのリーディング・ホテル
 ベトナムのリーディング・ビジネス・ホテル
 ベトナムのリーディング・カンファレンス・ホテル
 ベトナムのリーディング・ホテル ・レシデンス
インターコンチネンタル ハノイ ウェストレイク （ベトナム共和国）
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ベトナムのモスト・ロマンティックリゾート

インターコンチネンタル ニャチャン （ベトナム共和国）
 ベトナムのリーディング・ラグジュアリー・ホテル
オーストラレーシア地区の受賞：
インターコンチネンタル シドニー （オーストラリア）
 オーストラリアのリーディング・エグゼクティブ・クラブラウンジ
 オーストラリアのリーディング・ホテル
 オーストラリアのリーディング・ビジネスホテル
インターコンチネンタル ボラボラ リゾート&タラソスパ （フランス領ポリネシア）
 オーストラレーシア地区リーディング・グリーン・ホテル
インターコンチネンタル モーレア リゾート&スパ （フランス領ポリネシア）
 フランス領ポリネシアのリーディング・リゾート
インターコンチネンタル フィジー ゴルフ リゾート&スパ （フィジー共和国）
 フィジーのリーディング・リゾート
 オーストラレーシア地区リーディング・リゾート
インターコンチネンタルは、日本国内に 7 軒、アジア・中東・アフリカ地域全体で 69 軒、全世界で 187
軒のホテルとリゾートを展開し、今後さらに 27 軒を開発中です。インターコンチネンタルのブランドの詳
細や最新情報は、公式サイト（ www.intercontinental.com ）でも詳しくご案内しています。
以上
インターコンチネンタルホテルズ＆リゾーツについて
インターコンチネンタル ホテルズ＆リゾーツは、70 年の歴史を通じ、それぞれの土地ならではの魅力を知りつくし
た 180 以上 のホテルを世界 60 か国以上で展開しています。卓越しつつも控えめなサービスと、充実した施設は
もちろんのこと、お客様の滞在を最高のひとときにしていただけるよう、心からの思いやりを示していることに定評
がございます。旅慣れたお客様にもスタッフが知るその土地ならではの魅力をご紹介し、お客様一人一人が他で
は味わえない本物の体験を通じて、お客様の人生に豊かで発見に満ちた滞在になるようお手伝いをします。
インターコンチネンタルについての詳しい情報は、インターネットでもご覧いただけます。
www.intercontinental.com
https://twitter.com/InterConHotels
www.facebook.com/intercontinental
IHG・ANA・ホテルズグループジャパンについて
IHG・ANA・ホテルズグループジャパンは、2006 年 12 月 1 日に、客室数で世界最大のホテルグループである
IHG と、ＡＮＡの業務提携により設立されたジョイントベンチャー会社で、国内で合計 33 ホテル、客室数約
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10,000 室を運営する日本最大のインターナショナルなホテル運営会社です。
国内で 7 軒のインターコンチネンタル、18 軒の ANA クラウンプラザホテルのほか、5 軒のホリデイ・イン、ANA
ホテルを展開しています。2015 年には ANA クラウンプラザホテル岡山が誕生。2016 年 11 月 1 日から、新た
にホリデイ・イン大阪難波が加わりました。2017 年 10 月には ANA クラウンプラザホテル米子がオープンする予
定です。
IHG・ANA・ホテルズグループジャパンのウェブサイト: www.anaihghotels.co.jp
IHG・ANA・ホテルズグループジャパンのニュースリリースサイト: www.anaihghotels.co.jp/corporate/pr
画像素材のご案内： IHG デジタルライブリー

本件に関するお問い合わせ先：
IHG・ANA・ホテルズグループジャパン
広報 潮 孝子
Tel: 03 5501 7548 Fax: 03 5501 7580
Takako.ushio@ihganahotels.com
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