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Crillon）を運営するのもまたローズウッ

ローズ ウッド・ ホテルズ ＆リゾー

ドである。これらのことからもわかる通

ツは 現 在、香 港 の 大 手デベロッパー

り、ローズウッド・ レジデンスの一番の

「ニュー ・ ワールド・ デベロップメント」

魅力は世界の富裕層、セレブの間での

（New World Development ）グルー

知名度の高さと、彼らからの寵愛が得

プ傘下として、世界 11 か国で 18 以上
のホテルを経営、さらに今後 18 のホテ
ルの開業を控えている。

［アスタリスク］

ル「オテル ・ドゥ・クリヨン」
（ Hôtel de

ホテル事 業は、パリ、香 港、ニュー

る絶対的な信用にある。
知 名 度と信 用 は 商 品 価 格 設 定に
はっきりと表れている。ラグジュアリーレ
ジデンスとして、他の類似した商品と比

ヨーク、ロンドン、アブダビなどで展開す

べ格段に高い販売価格（プレミアム）

る「都市型」と、アジアや北中米など

が設定されているのは、まさしくブラン

で展開する「リゾート型」の 2 タイプから

ド力の強さによるものにほかならない。

なる。前者は既存建物を活かしたもの

ウルトラ富裕層が宿泊するローズウッド・

が多く、後者は新規開発がメインであ

レジデンスの購入者層はホテル利用者

ローズウッド・ホテルズ＆リゾーツは、主

る。ホテル ・レジデンスのタイプも同様

と同様に世界のウルトラ富裕層となって

に世界のハイクラス層から支持されるラ

で、都市型とリゾート型の両方で「ロー

いる。

グジュアリーホテルの一大ブランド。創

ズウッドレジンデンス」シリーズが展開

業は 1979 年。テキサスの石油王であっ

されている。

グローバル不動産
ホスピタリティ・ラグジュアリーレジデンス担当

たハント家一族のひとり、キャロライン・
ローズ・ハント氏が米国・ダラスに開業
したホテル「ローズウッド・マンション・

知名度と信用

サービス
24 時 間 のセキュリティ、コンシェル
ジュ、プール・フィットネスなど、生活全般

オン・タートル・クリーク」（Rosewood

米国第 35 代大統領のジョン ・ F ・ケ

のアメニティサービス、設備はほぼすべ

Mansion on Turtle Creek ）を発祥とし

ネディお気に入りの住まい “ ニューヨー

て完備されている。それゆえ、ローズウッ

ている。

クのホワイトハウス”として知られ、いま

ドならではの特徴と言えるサービスはな

ローズウッドは、高級（ラグジュアリー）ホ

でも各国の王族やセレブリティが愛用

さそうである。強いて挙げるならば「ホ

テルのさらに上にあるカテゴリ「ウルトラ・

する「ザ ・カーライル」（ The Carlyle ）

テルレンタル・プログラム」がある。リゾー

ラグジュアリー」クラスを誕生させた当事

はローズウッドの運営である。

ト型のレジデンスオーナーは所有するユ

者であり、今もそのトップに君臨し続けて

1758 年築の歴史的ラグジュアリーホテ

いる。
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また、パリのコンコルド広場に面した

2017 Mar.

ニットをホテル客室として貸し出し、収益
配分を得るという仕組みである。

ローズウッド・プーケット ブランドが商品価値に占める割合が高い

1

施設

Rosewood P huket

ローズウッド・プーケット
タイ｜プーケット

600 ｍにわたるエメラル・ベイ・ビー
チ目前の丘にあるリゾートホテル併設の
レジデンス。ホテルはヴィラ・タイプで客
室数は 71 室、レジデンスは 32 戸、その
他3つのレストランとバーを併設している。
レジデンスの仕様は 2 ベッドルームから9
ベッドルームで、広さは約 700～2,000
㎡まで。各住戸には専用プールがあるほ
か、居住者はホテルの全施設が利用可能
である。
販売価格は 1 住戸あたり推計で 5 億円
超（坪当たり約 235 万円以上）。現地不
動産会社よると、プーケットのハイエンド
向けレジデンスの相場は１坪あたり105
万円であり、倍以上の価格帯となる。
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ディーキン エリザベス 百合香
国内・海外の機関投資家向けのホスピタリ
ティ不動産およびラグジュアリーレジデンス
の開発・投資・企画、富裕層向けのラグジュ
アリーレジデンスのマーケティング・販売を
担当。

ローズウッド・マヤコバ 超高級レジデンスとして、ウルトラ富裕層に人気。彼らにとって住戸の広さはちょうど良く、価格も手頃といえそうだ

2

施設

Rosewood M ayakoba

ローズウッド・マヤコバ
メキシコ｜プラヤ・デル・カルメン

メキシコ東部のビーチリゾートに建つ
ホテルレジデンス。ホテル客室は 130 室、
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レジデンスは 33 戸。レジデンスの仕様は

販 売 価 格 は、1 戸 あたり推 計 で 約 2 億

2 ベッドルームから4 ベッドルーム、広さ

8,000 万 円から約 6 億 円となっており、

は約 480～745㎡。施 設 付 帯の居 住 者

面積あたりの価格は現地のハイエンドレ

専用施設としてフィットネスセンターを備

ジデンスの相場からみると約 2 倍の価格

えるほか、18 ホール・ゴルフコースを含

設定となっている。

めホテル付帯施設のすべてを利用できる
サービスがある。

ディーキン エリザベス 百合香
国内・海外の機関投資家向けのホスピタリ
ティ不動産およびラグジュアリーレジデンス
の開発・投資・企画、富裕層向けのラグジュ
アリーレジデンスのマーケティング・販売を
担当。

上̶ 1 万 2,000 ピースのバカラグラスを使用したグランドサロンは、ニューヨークの新たなミーティングスポットとして人気を集めている
左上・右下̶床から天井まで一面の窓と、特注オーク材を使用したフローリング。上層階の部屋はセントラルパークを見下ろす眺望を持つ
左下̶バスルームの窓からはミッドタウンの景色が臨める

ラグジュアリーレジデンス
事業化のポイント

を相手にすることで、ファンド背景のオポ

パ＆フィットネスセンター、ライフスタイル

チュニスティック投資家の求める競争的リ

サービス、パーソナルショッピング、専用

ターンを達成できる、という事例である。

料理人サービス、運転手サービス、ハウス

ブランド力と収益力

当初プランでは、レジデンスの 70% の購

キーピング、ランドリーサービス、24 時間

プロジェクトの開 発 者は米 国 大 手オポ

入者を海外からの購入者としており、海

ルームサービス、チャイルドケア、レストラ

チュニスティック投 資ファンド運 用 会

外富裕層からの不動産需要が多く集まる

ン＆バー、バレットサービス、ホテル優待

社 のスターウッド・ キャピタルである。

マンハッタンのラグジュアリー住宅市場に

Baccaratというグローバルに確立された

合ったコンセプトと言える。

ブランドとホテルレジデンスというコンセ

販売価格帯
販売価格：約 3 億 5,000 万円～約 70 億円

プトを取り入れ、マンハッタンという世界

サービス

間取り：1 ベッドルーム～5 ベッドルーム

のプレミア立地で、グローバルな富裕層

コンシェルジュ、24 時間セキュリティ、ス

広さ：91㎡～686㎡
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