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地域経済経営ネットワーク研究センター年報　第 3 号
北海道大学　2014 . 3

　＜講演＞
変革の現場から知る観光産業の現実と可能性

講　師　佐藤　大介
（星野リゾート トマム　総支配人）

地方を元気に！を原動力に

皆さん，こんにちは。星野リゾート トマムの
佐藤でございます。私は今日三人目の講演者です。
こういう講演をする機会はそれなりにあるのです
が，お一人目，お二人目と私の話のずれがないか
なと毎回心配するのですが，今回は勉強になった
し，なるほどそうだったのだと思いながら，お二
方とずれはないなと思って聞いておりました。

田村先生のお話から馬路村のお話に続いて，ど
ちらかというとより現場というか，生々しい話に
なっていきますし，私のほうからは失敗事例も交
えてお話をできればと思っております。

まず，私自身のことですが，1975 年に大阪で
生まれました。でも関西弁は話せません。父の故
郷は岩手の本当に山奥の農家，母は大阪市内。で，
父は「あまちゃん」のような岩手弁を話せますし，
母は関西弁を話せるのですが，私は，大阪で生ま
れながら父の転勤で神奈川そして香川，千葉へ移
り住みまして，そこから学校へ行って，就職後も
東京，アメリカ，軽井沢，で，前任地が青森，今
は北海道，と転々としています。そのような中で，
私の中で強いコンプレックスがありまして，それ
は，故郷への強烈なあこがれなのです。俺の村は
こうだとか，家から見える岩木山の景色は一番き
れいだとか，俺の食べ物だとか，祭りだとか，そ
ういう自分のものを持つ人がすごくうらやましい
のです。だから今お話を聞いていて東谷さんが，

「懐かしい写真ですけんど」と言われて，あっ，「け
んど」とか言っている，いいなと思ってしまう。
自分には方言がないのです。だから青森での勤務
というのは逆にすごく衝撃でしたし，うれしかっ

たのです。
私自身が転々として，故郷への強烈なあこがれ

がある中で，どんどんどんどん日本全国が均一化，
同一化していき，どこの駅前に行っても同じよう
な英会話教室があり，同じようなファーストフー
ド店があり，これっていいのだろうかという思い
が根っこにあります。便利になることは大事です
が，一方で，「らしさ」をどう残して共存できる
のだろうかということで，地方を元気にしたい，
地方を魅力的にしたいという思いが私の中の原動
力です。

最初は実は商社に就職しました。世界基準で
考えたときに，みんながアメリカ化していくのは
どうなのだろうと考えました。グローバリズムは
いいことなのですが，その地域の個性がなくなっ
てしまうのではないかという疑問から商社に入っ
たのですが，その後，日本の地方，しかも観光業
界はまだまだいけるのじゃないかということで
2004 年に星野リゾートに入りました。当初，１
年目が軽井沢，その後，2005 年から（今は青森
屋となりましたが）古牧温泉の再生，2010 年か
らトマムの再生をしています。ホテル業の専門家
でも再生のプロでもないしコンサルでもないので
すが，生々しくやってきたことをお話ししたいと
思っています。

古牧温泉の破綻と再生

まず，古牧温泉の破綻についてです。古牧温泉
というのは 1973 年に大岩風呂というのがオープ
ンしまして，第二グランドホテル，第三グランド
ホテル，第四グランドホテルとどんどん拡大して



24
第 3 号地域経済経営ネットワーク研究センター年報

いきました。部屋数 330 室，青森県では一番大き
い旅館でした。グループで十和田湖にもホテルが
あり，さらにバブル期に奥入瀬にも奥入瀬渓流グ
ランドホテル，奥入瀬渓流第二グランドホテルと
増やしていきました。ただ，この時点はまだ青森
県には新幹線が来ていないのです。今度，函館に
も新幹線がやってきますが，2002 年に新幹線が
やってくる，新幹線が来ると便利になってお客さ
んが増えるはずだという話だったのですが，実際
に古牧温泉がどうだったかということです。

これは生々しいグラフなのですが（図 1），売
り上げと稼働率ですが，1995 年，このころがピー
クだったのです。単体で 60 億円以上売り上げて
いて，それが徐々に徐々に下がってきました。稼
働率も下がっています。稼働率以上に売り上げて
落ちていますから，単価も下げて，お客さんも減っ
ています。どうしよう，お客さんが来なくなって
しまった，減ってしまった，増やすにはどうした
らいいのだというときに安易に飛びついてしまっ
たのが安売りです。１泊朝食つき 3,000 円と。そ
の前は１泊２食つきで１万 2,000 円ぐらいで売っ
ていて，東北の観光の雄だと言われていた。今だ
とスパリゾートハワイアンズが福島で頑張ってい
ますが，あちらと同じように温泉がありプールが
あり劇場があり北東北の雄だったのですが，そこ
が安売りをしてしまいました。

その結果どうなったかというと，なんと売り上
げが下げ止まった。しかも稼働率が上がった。お
客さんが戻ってきた。「やったー」と思ってしまっ

たのです。でも，よく考えてほしいのです。お客
さんが増えて売り上げがとんとんだと利益はどう
かというと，お客さんが多いわけですから，その
分スタッフも要る，クリーニングも要る，食事代
だってかかる。ということは，実は収益は悪化し
ているのです。でも，金融機関にお金も返さなけ
ればいけなかったのでしょう，結果的にその安売
りプランをがんがん売ります。どんどん単価は下
がっていきます。

そして，新幹線が 2002 年にやってくるのです
が，稼働率がめちゃくちゃ上がります。ところが，
最後の年，新幹線が来る年に稼働率は上がって売
り上げは落ちています。ますます単価が落ちてい
くということになりました。で，古牧温泉は新幹
線対応は十分だと言われていたのですが，残念な
がら 2004 年に経営破綻です。安売りプランをやっ
てみたところ売り上げはピーク時の半分以下で稼
働率は同じなのです。すなわち単価も半分以下に
なってしまいました。そして 220 億円の負債を抱
えて破綻ということなのです。

記者会見では，景気が悪かった，団体旅行から
個人旅行に移ってしまったというのですけれど，
追い風の新幹線も来ているし，何でそれに対応し
なかったのか。本当の理由は何なのだろうと調べ
たら，三つの根本原因がありました。

一つ目，収益性志向の低さ。馬路村のお話を聞
いていて，やっぱり大切なのはビジネスなのだと。
赤字を黒字にすることが大事なのだと。持続可能
にするにはやっぱり収益が大事です。今日はマー

図 1
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ケティングの話ということですし，観光業という
のはどうしても「おもてなし」とか魅力に行きが
ちなのですが，今の惨状というか，だんだん減っ
てきているのは，収益性がないというのが実は大
きな根っこだったりします。分業でばらばらだっ
たり，無料でいろんなものをつけたり単価も下げ
て，利益を大事にしなかった。結局，古くなった
施設を更新できなくなった。あるいは，新しい魅
力をつくれなかった。新しい森をつくることがで
きなかったということなのです。

二つ目，顧客志向の不足。おもてなし不足です。
結局，大量に安いお客さんを受け入れますから十
分な相手もできない。スタッフは本当は満足させ
たいのです。でも単価が低くて，スタッフを絞れ，
人数を減らせと言われる。原価も削れと言われる。
結果的にどうなるかというと，おもてなしになら
ない。「こなす，さばく」になってしまう。北海
道でも一時期，単価がどんどん下がっていくケー
スがありました。それによって，サービスができ
ないし，スタッフもよいサービスをしない。お客
様を大事にしなかった。

顧客志向と混同されがちなのですが，もう一つ
が魅力発信力の弱さです。顧客志向，おもてなし
と魅力発信力は別です。ゆずの話でいうと，ゆず
の製品のおいしさはおもてなしだけれども，あの
ようにマーケティング的に売っていく，魅力的に
発信していく，そことの違いは大きくあります。
その魅力発信力，基本のコンセプトがない。もの
がいいですよと売らなければいけないのに，結局，
安さで売ってしまっていたし，大量のテレビ CM
を打っていた。結局，魅力発信を重視しなかった
ということがあります。結果，施設が古くなって
満足度が落ちてきます。本来は満足度を上げなけ
ればいけないのに，お客さんが減ってしまうので
焦ってしまう。するとどうするか。満足度を上げ
るべきなのに値段を下げる。すると，けちらなけ
ればいけない。人も，おかずも，スタッフも質も。
そうするとどうなるか。サービスが落ちる。そう
なると満足度が落ちる。この負のスパイラルに入
らざるを得なかった。この過程に当然，景気の悪
化もありますが，どこかで断ち切らなければいけ

なかったというのがあります。それで経営破綻し
てしまったということなのです。

それをまとめて逆転の発想をすればいいわけ
です。まず来てもらうための魅力をつくって発信
していく。馬路村では見事に実行された。安さで
はないものを売ろうとした。価値のある商品を売
ろうとした。「ごっくん馬路村」であったり，ぽ
ん酢しょうゆであったり，価値のあるものを次々
と生み出していった。ただ，それがおいしくなけ
れば意味がないわけであって，リピートあるい
は，よい口コミのために満足度，品質自体も高め
ていった。だから工場の質も高めていかれたのだ
と思います。

しかし，ここだけではだめなのです。ここに
陥りがちなのが僕は観光の罠だと思っています。
でも，これを自動車メーカーに置き替えたり電機
メーカーに置き替えたら，必ず生産性向上がつい
てくるはずなのです。生産性，収益性を高めるた
めに無駄をなくす。なぜかおもてなしだけが特別
扱いされている。その結果，利益が出ていない。
無駄を省くということは我々産業としてやってい
かなければいけないことです。そこが足りていな
いと思っています。

星野リゾートの魅力づくりと発信

ということで，魅力づくりと発信なのですが，
星野リゾートは地域の価値をどう捉えているか。
そもそも旅行，観光というニーズは何かというと，
いろいろな場所に行きたい，その地域の独自の
文化や自然や食事を体験して楽しみたいというこ
とです。実際，おいしい食事もきれいなお部屋も
東京で全部満喫できるのです。じゃあ，なぜ人々
は旅に出るのかというと，その地域らしさを体験
して楽しみたいからです。こんなことは皆さんわ
かっていると思います。だから我々はいろんな場
所において，それぞれの地域独自の文化や自然や
食事を発掘して磨き提供して楽しんでもらう。こ
れをやっているにすぎないわけです。

星野リゾートはどう考えているか。ホームペー
ジを見るとこう出ています。「日本再発見。日本
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のことは知っている…と思っていましたが，観光
の仕事を通じてそれぞれの地域に独自の魅力があ
ることに気づきました。ぜひ日本各地の個性を
知っていただきたい。もっと日本を旅して欲しい。
私たちはそう願いながら仕事をしています」。そ
れが魅力になるし，満足につながるし，収益にも
つながると思っています。
「星のや」というのは，軽井沢だったら谷の集

落。京都だったら，和のしつらえで京都らしさを
出していかなければいけない。京都はチェックイ
ンは船でしか行けないのです。船で行って，お出
迎えして，和のしつらえの中でお入りいただく。
今，半分のお客さんは外国人です。ですから，快
適に過ごしていただいて和を感じていただくため
に竹のソファーなどもつくったりしている。

あるいは竹富島。これは軽井沢と同じものをつ
くってはいけなくて，竹富島，離島，島，琉球文
化です。それを味わってもらうのに，昔のリゾー
トの発想だと白亜のコンクリートでつくってしま
うわけです。で，反対運動が起きてしまう。で
も，竹富島というのは実は重要伝統的建造物群保
存地区で厳しく規制されている。これを味わいた
くてわざわざ観光客が竹富島に行く。ところが日
帰りをしていた。これを留まってもらうにはとい
うことで，我々は同じように集落をつくって，そ
こで楽しんでいただく。不便なのです。食事に行
くのにわざわざ歩いていかなければいけない。台
風だってしょっちゅう来る。その中を歩いていか
なければいけない。でも，それが地域の魅力だと
思っています。

こういうしつらえで，これが一部屋です。こう
いう部屋もつくっています。（図 2）

で，「界」という温泉旅館シリーズがあるので
すが，ここは「ご当地楽」といって，「界　加賀」
だったら獅子舞，「界　津軽」だったら津軽三味
線などということをやっております。

まず第一歩は，やっぱりその地域を知ること。
我々って何だったのだろうと知ることだと思って
いるのです。馬路村でマグロをつくろうなんて思
わないわけですね。やっぱりゆずというものがあ
り，森というものがあったと。トマムだったら大

変寒いわけです。それをまず好きになる。どうに
かよいところを探そうと。彼女探しと一緒です。
まず好きになる。あとは，自分のいいところを探
す。よいところを探して，それを相手に伝えると
いうこと。当たり前のことを言っています。ただ，
それを始めると大体だめな理由を探します。うち
はこれがないし，何もない，いいところがないと。
そういうできない理由探しは簡単なのです。そこ
で諦めるのだったらそこでおしまい。そこから何
とか，どうしたらできるのだろう，何からできる
のだろうと考えることが大事です。

例えば，これは占冠村です（図 3）。ちょうど
馬路村と人口が大体同じで 1,100 人なのですけれ
ど，あそこは 21 世紀では最低気温が日本で一番
低いのです。マイナス 35.8 度。これじゃあお客
さんは来ないと思うか，これは一番なのだから使
えるという発想か，寒いから嫌がられると思うの
ではなくて，我々は，寒いから氷の村をつくれま
すとアイスビレッジをつくります。その中で「氷
のバー」をつくります。「氷のレストラン」で味わっ
てもらう。これは実は北海道大学の環境科学院の
山中康裕先生率いるチームと一緒にやったのです
が，雪の結晶をキーホルダーにするお土産づくり
です（図 4）。これは東京とかネットで売っては
いけないのです。この非常に寒いところに来て，
寒いドームの中で自分で雪をとって，それを特殊
な樹脂で固めると持って帰れるのです。ここでし
かできない。東京のマンダリンオリエンタルとか
帝国ホテルでお金を払ってもできない。占冠村に

図 2
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来なければできないことを楽しんでもらう。これ
が旅のニーズに応えることだと思っています。　
　　

同じことをお話しするかもしれませんが，どう
しても僕らは，あれがない，これがない，クレヨ
ンの色が欲しい，あっちは何色もあっていいなと
思ってしまいます。小学校のころ，友達が 24 色
のクレヨンとか持っているとうらやましかったの
ですが，数があるということではなくて，俺たちっ
て何色なのということを考えることが大事です。
馬路村のお話も同じで，イメージとおっしゃって
いた。そのイメージを追求することが大事だと。
我々はどちらかというとコンセプトと言っていま
すが，我々の強みは何で，お客様に何を提供する
のか。自分たちのこだわり，違いでもいいのです
が，これが俺たちの色だと。

古牧温泉の場合は実際ぼろぼろで，いまいち

だったのですけれども，よく考えると青森県の中
ではいい場所にあるよね，公園があるし，古い民
俗資料がたくさんあるよね，ということになりま
した。温泉はいいし，部屋も多いし，方言を話せ
るスタッフが多いし，祭り文化もあるよね，じゃ
あ，それを思い切って売ってしまえということで
す。グランドホテルで格好をつけるのではなく
て，べたべた青森になるべということで「のれそ
れ青森」（「のれそれ」というのは津軽弁ですけれ
ど，目いっぱい，思い切りという意味で，べたべ
た青森になろうぜという意味で），つまり青森文
化会館旅館になろうとしました。青森らしい海の
幸，夏祭り，方言，郷土料理，田舎らしさ，温泉，
これを出そうということで，宴会場だったところ
を「みちのく祭りや」といって，青森ねぶた，弘
前ねぷた，八戸三社大祭の山車を招き，お風呂は
ひばを使いました。昔大きな浴場だったのですが，
わざわざ暗い，酸ヶ湯温泉のような温泉を湯治の
ようにつくりました。ジャグジーはないです。ジャ
グジーは東京でもできる。でも，これは熱湯とぬ
る湯という湯治文化に即したものを作ったりしま
した。これは露天風呂です（図 5）。浮湯という
のですが，青森らしさ，自然を楽しんでもらうと
いうコンセプトのもとにつくりました。バイキン
グレストランも田舎っぽいものにしました。和洋
中グルメバイキングなんて昔はやっていたので
す。しかし青森に来たのだから青森らしい，「かっ
ちゃ」がいて，田舎らしい野菜，青森の売りを出
す，ワインでなくて地酒を出すということをやっ
ていきました。雪見こたつ馬車をやって，その寒
さ，スタッフはなまって話します。で，へっちょ
こ団子という郷土のものを食べて，ちゃんちゃん
こを着て歩くということをやりました。

これは朝食体験なのです（図 6）。朝食をとり
に行くのにわざわざ衣装を着ています。かわいら
しいですね。これは私の娘なのですけれども，コ
スト削減でモデルは私の息子を使っていたり娘を
使ったりします。

図 3

図 4
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進化する大切さ

ということで，魅力を創っていくことが大事で
す。その上で，やっぱり我々も同じだなと思った
のですが，馬路村がどんどん新しい商品をつくっ
て，今，化粧品にチャレンジされている。進化し
続けるということは大事です。

北海道で進化するといったら旭山動物園です
よね。ここがなぜ受けたかというと，決して高速
道路がいきなりできたとか大きなものが突然でき
たからではなくて，毎年毎年少しずつ進化して
いった。それが「行動展示」という売りにすると
ころです。我々のところはコアラがいます，パン
ダがいますというのではなくて，動物の行動を見
せますと，自分たちの色を見つけて，それを徹底
的に出したのです。しかも，馬路村さんもそうで
すし，うちの雲海テラスもそうですし，旭山動物
園もそうですが，メディアをうまく活用して情報

発信をした。それをどんどん進化させて初めてこ
こでアザラシ館ができた。いきなりアザラシ館が
できて爆発したのではなくて，やっぱり持続する
ということがすごく大事だと思っています。

そして，トマムです。30 年たって破綻して，我々
が引き受けて 6 年ぐらいたつのですが，スキー場
がよくて，お客さんは今，毎年毎年どんどんふえ
ています。値下げをしているかというと，どんど
ん値上げをしています。行くなら今のうちですよ。
これからまだ上げていきます。ちなみに，2008
年から 5 年間で 3 割ぐらい集客はふえています。

それはなぜかというと，トマムさんは冬が多い
のですねと言われるのですが，実は夏が物凄く増
えています。一番多い月は 8 月です。それを支え
ているのが雲海テラスです。雲海テラスだって，
いきなり雲海テラスを作ったら人が来るという
ハード的なものではないのです。最初の年は 999
人しか来なかった。それが，今年は 11 万人に増
えています。これもマスコミに新たな魅力をどん
どん発信していったからです。先ほど，工場がこ
んなところからスタートしましたというのを見て
いて一緒だなと思ったのですが，雲海テラスも最
初はこんな状態からスタートしているのです（図
7）。索道のところに手づくりのデッキを作った。
で，マスコミに流した。そうしたら，受けがいいぞ，
じゃあ朝食をやってみようと，翌年ここで朝食を
出し始めた。そうしたらもっともっと集まってき
た。じゃあ進化させようと，新しいテラスを作っ
た。そうしたらもっともっと集まってきた。おも
しろいと言われた。そうすると，第三のテラスを
また作ろうと言って第三テラスを作って，作るだ
けじゃだめだ，じゃあそこでヨガをやろうという
ことで，やったらお客さんがわーっと来るように
なった。これが本当のお客さんです。「雲の学校」
という，北大さんと組んで雲ができるメカニズム
を前日に予報して見るということもやり始めまし
た。トレッキングもやり始めましたし，やっぱり
利益を上げることも大事なので雲海サイダーと雲
海ポストをやっていきました。雲の下カフェとい
うのもやりましたし，「ふわふわ口どけ雲海かき
氷」，これはアイスビレッジの寒さで凍らせたの

図 5

図 6
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を夏までとっておいて，雲海テラスでふわふわの
雲状にしてお出しするのですが，シロップはハス
カップだったりということをやっていました。

ということで，そういった進化を次々していま
す。なぜなら，すぐに真似されてしまうのです。今，
JTB のパンフレットを見ていただくと，どこの
片仮名３文字リゾートも雲の写真と，ゴンドラを
朝やっています。名前は違いますよ，うちは「雲
海テラス」を商標登録していますから。どんどん
そうやって真似されるからこそ進化し続けなけれ
ばいけない，先行し続けなければいけない。旭山
動物園だって，同じような行動展示がどんどん広
がっています。円山動物園だってやっていますか
らね。だから進化し続けるしかないということと，
もう一つ，やっぱり地元に愛されるということが
大事で，六花亭さんはすばらしいなと思っていま
す。コンセプトは「おやつ屋」さんで土産物屋じゃ
ないのだと言い切って，地元の人たちが日常買い
で，それで収益をきちんと出して地元に愛されて
いるから結果的にバターサンドも長続きしている
のだと思っています。

ということで，やっぱり魅力をつくって発信
し続けることは大事だし，これは永遠に止まらな
いです。何か一つハードをつくってインフラ整備
をしたらもうかるなんていう話ではありません。
新幹線が来たらもうかるなんていうことはないで
す。新幹線が来たら後押しはしてくれますけれど，
新幹線が支えてくれるわけではありません。

持続可能な産業としての観光

もう一つ，「おもてなし」。最近はやっています
ね。恥ずかしくて言えないですが。サービスとお
もてなしの違いというのはすごく大事なのです。
同じだと誤解されてしまうのですが，僕らはこう
定義づけています。サービスというのは，英語で
言うとサーバントとマスター。サーバント，奴隷
側がご主人様にサービスをする，ご依頼のとおり
にするということで，サービスというのはどちら
かというと西洋型なのです。だから言われたこと
に必死に応えるし，できれば言われる前に先回り
してやる。でも，ご主人様のお望みどおり。ご主
人はどっちですか，お客様なのです。ところが日
本の旅館に行くと，ご主人というのは誰のことを
指すかというと宿のおやじなのです。ホテルの人
は言わない。ホテルではお客様のことはマスター
で，日本の温泉旅館だとご主人は宿側なのです。
我々は，むしろ宿側が主人で，顧客と主人が対等
な中で，サービスの中で顧客が望んでいなかった，
ニーズになかったことを伝えて，「おっ，さすが」
と思わせる。最近代表的に言われているのですが，
星のや軽井沢にはテレビがないのです。ニーズに
ないのです。テレビが必要ですかと聞いたら，お
客様は「要ります」と言うのです。ところが，う
ちの宿の主張としてないのです。行ってみると，
その空間を楽しんで，テレビがなくて非日常が味
わえたという驚きがあって満足していただける。
そしてまたリピートしていただける。だから，顧
客が気づかないような驚きを与えるということが
すごく大事だと思っています。

どうしてもリゾート開発というと，まだ悪しき
イメージがあって反対されることも結構多いので
す。それは，外から持ち込んだ押しつけで，その
地域のことを無視するような外来型の豪華リゾー
トみたいなのは嫌われます。トマムも若干そのき
らいがありました。そこをどう生きていくか。やっ
ぱり地域の価値を主張に基づいて提供することが

「おもてなし」です。在来種というか固有種，その
地域の価値を育むことがリゾートをビジネスとし
てやるに当たってすごく大事だと思っています。

図 7
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日本の観光課題ですがホスピタリティが欠け
ているわけではないのです。観光市場が縮んでい
るわけではないのです。一昨日ニュースでやって
いましたが，外国人観光客が過去最高になってい
ます。観光市場は伸びています。じゃあ日本の旅
行需要は減っているかというと，減っていないの
です。国内市場というのは安定しているのです。
市場が縮んでいるわけでも，我々の商品が悪いわ
けでもない。稼ぐ力がないのです。そこは分った
うえで僕らは思いきって打っていこうと思ってい
る。

なぜ稼ぐのが大事かというと，我々リゾートの
成長というのは，コンセプトを決めて，先ほどの
ように魅力を創って集めて，満足してもらって利
益を出す。その利益でまた新しい建物，新しい魅
力，新しい雲海テラスを作る。雲海テラスはまた
作りますからね。吊り橋を作ろうかとか，今いろ
いろ考えています。それでまた喜んでもらう。こ
のサイクルを回すときにお金は欠けてはいけない
し，無駄なく収益を上げなければいけない。それ
が，馬路村でいうと新しい工場，新しい「ゆずの
森」をつくることになっていく。そう思っていま
す。ですから利益を再投資することで，持続可能
でさらなる価値向上が必要です。喜んでもらって
も持続できなければ意味がないのです。潰れた旅
館，潰れたホテルで満足度の高いところが結構多
いのです。利益を出す仕組みがない。いい商品な
のに売れないのではなくて，利益が出ないものが
多い。そこは産業としてやるなら取り組んでいか
なければいけないと思っています。

ということで，我々はおもしろいことをやって
いって生産性の高い仕組みをつくっています。テ
レビの「がっちりマンデー」で特集されたのです
が，一人で朝食の準備に入って，朝食を提供して，
その後チェックアウトを手伝って，客室清掃をし
て，顧客管理をやって帰るという，ホテル業界の
常識をぶち壊しています。でも，チェックイン，
チェックアウトで忙しい時間というのは決まって
いるのです。チェックインの午後３時から５時，
チェックアウトの午前９時から 11 時，その時間
のためにフロントスタッフは同じ人数がずっとい

るわけです。結局，利益が出ない。工場でいった
ら手待ち時間が多いわけです。それをなくそうと
いうことと，お客様の流れを全部知ろうというこ
とで，いろんな仕事をして無駄をなくし，生産性
を高め満足度を高める。利益を出して満足度を生
むということがすごく大事です。収益だけではな
くて顧客満足度です。

我々はマルチタスクと呼んでいますが，工場で
いったら当たり前なのです。多能工化がどんどん
進んできている。我々がベンチマーク，参考にし
ているのは，帝国ホテル，リッツ・カールトンよ
りもトヨタであり日産です。そこの商品づくりで
す。今モーターショーが始まっていますが，プリ
ウスのようなハイブリッド車など，すごく魅力的
な商品があって，しかも日本車は品質が高い。そ
れを無駄なく「かんばん方式」等でつくっている。
それを観光産業に置きかえる。それは日本の強み
なので，それを持ってきたいなと我々は思ってい
ます。だから，「おもてなし」以上に生産性を高
めることも並行して大事なことです。

無駄をなくすということだけではありません。
それによって我々は，日本の観光を「やばく」し
たいと思っています。ちょっと若者ぶってみまし
たが，格好よくしたいと思っています。やっぱり
日本の新しい基幹産業にしたいと思っています
し，北海道はそのブランドがあって必ず戦えるは
ずです。北海道の産業にしようと思うのだったら
生産性に取り組まなければいけないし，魅力発信
力にも取り組まなければいけない。その中で我々
もリードしていきたいと思っています。やばくす
るというのは壊すことではなくて，観光産業の魅
力を高めるという今日のマーケティングの話と同
時に，生産性をグローバルスタンダードに上げて
日本の観光が世界で戦えるようになって，地方経
済を持続可能にしたい。これが我々のミッション
だと思っています。

これから我々は，世界にうって出ます。来年バ
リにもできます。よく考えるとトヨタも日産も海
外に出ています。海外で現地生産をして海外で売
れて，海外で評価されている。日本の「おもてな
し」の収益を上げる仕組みを海外に持っていこう
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と思っていますし，東京にもつくるって海外のお
客さんを受け入れたい。将来的には海外の都市に
も展開していきたいと思っています。ですから最
終的には，日本の「おもてなし」で世界を変える，
世界の「おもてなし」をクールにしたい。これが
我々のミッションだと考えております。

最後にちょっとつけ加えると，私は，旅館再生，
リゾート再生は，まちづくり，地域づくりとあま
り変わらないのではないかと思っています。やっ
ぱり自分たちの土地，自分たちのホテル，自分た
ちのサービスを好きになるという誇り，それを生

み出し続けるコンセプトも含めた文化，それを
持続可能にする稼ぐ仕組み，それらを支える人
づくり，ここがすごく大事ではないかと思いま
す。好きになって，それを大事にして守り，し
かも稼ぐところもすごく大事ですし，それを支
える人をつくるということがすごく大事ではな
いかと思っております。

ということで，以上で終わりたいと思います。
ご清聴ありがとうございました。（拍手）


