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運営／経営会社名 チェーン名、または主なブランド名 業態 国内軒数 国内室数 備考
101 エリアワンエンタープライズ株式会社 ホテルエリアワン 宿泊主体 26 1,375 大阪地盤。全国に宿泊主体型ホテル
102 株式会社アゴーラ ホスピタリティ―ズ アゴーラホテルアライアンス フルスペック、宿泊主体、リゾート 11 1,374 リゾートエリアから都市部へシフト
103 株式会社リロバケーションズ Relo Hotels ＆ Resorts リゾート、旅館 36 1,354 ワールドリゾートオペレーションと統合
104 国際興業株式会社 富士屋ホテル　ほか フルスペック、リゾート、旅館 12 1,339 西洋式ホテルの草分け・富士屋ホテル等
105 日本ビューホテル株式会社 ビューホテル フルスペック、リゾート 10 1,315 浅草ビューホテルが旗艦ホテル
106 株式会社コスモスホテルマネジメント アパートメントホテルミマル 宿泊主体 25 1,309 客室面積40㎡の広さが売り
107 株式会社ブライトンコーポレーション ブライトンホテル、東京ディズニーセレブレーションホテル フルスペック、宿泊主体 4 1,306 ミリアルリゾートホテルズ傘下
108 株式会社ミドルウッド グランパークホテルグループ 宿泊主体、リゾート 14 1,278 関東～東北でホテルを展開
109 サムティホテルマネジメント株式会社 エスペリアホテル 宿泊主体 8 1,201 不動産開発のサムティ傘下
110 株式会社グローバルエージェンツ LIVELY HOTELS 宿泊主体 11 1,200 ライフスタイルホテルを各地で展開
111 株式会社東京ドーム 東京ドームホテル、熱海後楽園ホテル フルスペック、リゾート 2 1,195 東京ドームホテルは客室数1006室
112 日本私立学校振興・共済事業団 ホテルガーデンパレスグループ フルスペック 8 1,181 私学教職員向けの福利厚生施設
113 サフィールホテルズ株式会社 ザ・ウィンザーホテル洞爺リゾート＆スパ　ほか フルスペック、リゾート 5 1,146 明治海運グループのリゾート
114 株式会社南西楽園リゾート シギラセブンマイルズリゾート リゾート、宿泊主体 9 1,137 ユニマットグループ。宮古島でリゾート
115 長治観光株式会社 ホテルリステル 宿泊主体、リゾート 3 1,116 リステルブランドを国内外で展開
116 シーラックパル株式会社 ホテルシーラックパル 宿泊主体 7 1,091 東海から東北で宿泊主体型ホテル
117 株式会社京都プラザホテルズ プラザホテル、アストンプラザ 宿泊主体 9 1,077 白浜に旅館を新規出店
118 株式会社旅籠屋 ファミリーロッジ旅籠屋 宿泊主体 76 1,031 国内ロードサイドホテルの草分け
119 株式会社帝国ホテル 帝国ホテル フルスペック 3 1,022 帝国ホテル東京の再開発計画も
120 アーバンホテルシステム株式会社 アーバンホテル、アーバンホテルプレミアム 宿泊主体 6 1,021 京都地盤。京都と滋賀で運営
121 株式会社聚楽 ホテル聚楽　ほか リゾート、宿泊主体 7 1,000 温泉ホテル展開。都市部への出店も
122 静岡鉄道株式会社 静鉄ホテルプレジオ 宿泊主体 7 982 静岡県外への出店も
123 株式会社Stay Factory ホテルリリーフ　ほか 宿泊主体 8 960 宿泊業や飲食業等を営む
124 京阪ホテルズ&リゾーツ株式会社 ザサウザンドキョウト、京都センチュリーホテル　ほか フルスペック、リゾート 5 939 京阪系列のリゾート、シティホテル
125 株式会社からくさホテルズ からくさホテル 宿泊主体 6 929 大都市圏で観光旅行客向けホテル展開
126 株式会社エイチピーデイコーポレーション ルネッサンスオキナワリゾート、つるや吉祥亭　ほか リゾート、旅館 8 924 リゾートホテルや旅館を運営する
127 有限会社グッドイン グッドイングループ 宿泊主体 8 917 大阪地盤。宿泊特化型ホテル
128 東京ウエストホテルグループ アーバンホテル 宿泊主体 18 892 東京都内を中心にホテル運営
129 株式会社ホテル1-2-3パートナーズ ホテル1-2-3 宿泊主体 8 886 御社機能を広島市に移転した
130 ホテルニューアワジグループ ホテルニューアワジ 旅館、リゾート、フルスペック 13 883 淡路島の温泉ホテル。各地に拠点
131 株式会社アンビックス アンビックス 宿泊主体、リゾート、旅館 15 849 北海道地盤。リゾートや旅館を運営
132 株式会社 海栄館 海栄RYOKANS 旅館、リゾート 18 844 愛知・知多地盤。中部地方中心に拡大
133 トーセイ株式会社 トーセイホテル｠ココネ 宿泊主体 7 831 不動産開発。ホテル事業も
134 鶴雅ホールディングス株式会社 鶴雅グループ 旅館、リゾート 13 821 北海道地盤の高級リゾート
135 株式会社ユキ・コーポレーション アーバインホテルズ 宿泊主体 7 744 広島地盤。東京でもホテル展開
136 ニューガイアコーポレーション株式会社 ニューガイアホテルズ 宿泊主体 9 690 福岡県・芝浦グループ傘下
137 株式会社マックアース 裏磐梯ライジングサンホテル　ほか リゾート 16 620 スキー場併設の宿泊研修施設等
138 日本都市ホテル開発株式会社 ジョイテルグループホテルズ 宿泊主体、リゾート 5 612 大阪地盤。宿泊主体型ホテルを運営
139 アイアンドエフ・ビルディング株式会社 ビナリオ ホテルズ グループ 宿泊主体 7 603 不動産業。FCから自社ブランドに
140 メルパルク株式会社 メルパルク フルスペック 5 598 ９月末に６施設を閉鎖した
141 株式会社日本ハウス・ホテル＆リゾート 日本ハウス・ホテル＆リゾート フルスペック、リゾート 7 590 昨年12月に箱根に新店開業
142 株式会社アクティブ・オペレーションズ ホテルアクティブ！、FAST HOTEL 宿泊主体 4 577 新山口本拠。宿泊主体型ホテル運営
143 株式会社パレスホテル パレスホテルグループ フルスペック、リゾート 2 496 台湾の現地高級ホテルと提携
144 株式会社フォレスト ホテル城山 旅館、リゾート 17 450 神奈川・湯河原本拠。拠点拡大
145 株式会社リビタ THE SHARE HOTELS 宿泊主体 9 443 新コンセプトのホテルを展開

今なら３ケ月間のお試し運用を実施中！
お試し運用期間内にご契約いただければ３ケ月間の無料期間を延長します。

ホテル業界特有の業務フローに対応した
ホテル購買システム「オリーブスイート」
必要な物はインターネットが繋がるパソコンだけ！
長年のノウハウと豊富な導入実績で、
ストレスのないスムーズなシステム導入を実現します。

【オリーブ情報処理サービス株式会社 お問い合わせ】
〒060-0042 札幌市中央区大通西6 丁目5 番地458 山京ビル
TEL：011-241-4886 FAX：011-241-4879 メール：inquiry@olive.co.jp

国際ホテルレストランショーに出展します！
会場：東京ビッグサイト東展示棟 １－８ホール ブースNo5-Ｈ13
日時：２月７日(火)～１０日(金) 10:00～17:00（最終日16:30まで）

パソコンだけ！

ストレスのないスムーズなシステム導入を実現します。


