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新・レジェンド
ホテルへ。

世界中で日々新しいホテルが誕生している今こそ、
泊まるべきは次世代のレジェンドホテルだ。
リノベーションで新しく生まれ変わった
由緒正しい伝統ホテルから、

歴史的建造物が再生されたホテルまで。
新たなレジェンドホテル時代が幕を開ける。

Text: Yuka Kumano
Editor: Shizue Hamano
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100年の歴史を持つホテルを
大胆にリニューアル。
サンジェルマン・デ・プレの中心部という絶
好のロケーションに位置し、ピカソやマティ
ス、アンドレ・ジッド、サン＝テグジュペリ、
サルトルなど、数えきれない芸術家、文豪と
の華々しいストーリーを持つ「ルテシア」が
全面改修。文化遺産に指定されているファサ
ードやサロン、ステンドグラスだけを残して
231室の客室はすべて取り壊され、最先端の
テクノロジーを導入した184室に再構築され
た。モザイクやフレスコ画は完璧に修復され、
それまでなかった中庭も増設されて、モダン
と歴史が溶け合う新しいホテルとして蘇った。

近代的な百貨店の第一号として成功を収めた「ボン・マル
シェ」が、遠くからパリを訪れる得意客や取引先のために
1910年に建てたホテル。リノベーションには4年を費やした。
◦45 Boulevard Raspail, 75006 Paris, France  ☎+33-1-
49-54-46-00  1泊855€～  www.hotellutetia.com/

帰ってきたシンガポールのシンボル。
世界中のセレブリティや著名人を顧客に持ち、「ラッフ
ルズに泊まらずして、シンガポールの旅は終われな
い」と、1887年の開業以来、旅人たちを魅了し続ける

「ラッフルズ シンガポール」。まさにレジェンドと呼ぶ
にふさわしいホテルが、2年半におよぶ大改修を終え、
2019年8月にリニューアルオープン。世界的に有名な
インテリアデザイナーのアレクサンドラ・シャンパリ
モードの手によって、シンボルでもあるコロニアル様
式の白亜の外観はそのままに、文化・美・上品さを兼
ね備えた唯一無二のやすらぎの場がつくり出された。

客室は洗練されたエレガンスな空間。名物カクテル、シンガポール ス
リングを生んだ1階の「ロングバー」には滞在中一度は訪れたい。◦1 
Beach Road, 189673 Singapore, Singapore  ☎+65-6337-1886  1泊
1,300S$～  www.raffles.com/singapore/

リノベで革新。
進化する

ヘリテージホテル。
シンガポールのコロニアルホテルに、

文豪や芸術家が集まったパリの
文化遺産ホテル。歴史を目撃してきた

伝統ホテルが、続 リ々ニューアル。
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香港出身の女性デザイナー、ジョイス・ワンの指揮に
より、数百万ポンドを投じた全面改修を終えた新生

「マンダリン オリエンタル ハイドパーク ロンドン」。
この上なく優雅で品格のあるデザインのインスピレー
ションの源は、隣接するハイドパークの自然美と、エ
アラインが発達した20世紀中頃の華やかなりし旅の黄
金時代。全181室の客室とスイートには、コンテンポ
ラリーなロンドンのスタイルと時代を超越した英国の
エレガンスが満ちている。徹底した美意識が宿るプラ
イベートな空間が、ゲストに最高の安らぎを提供する。

1889年にリッチな独身者向けのアパートとして建てられ、1902年に政府要人も利用するプライベートエントランスがあるホテルに改装。一時期、ウィンス
トン・チャーチルがこのホテルを住まいにしていた。早朝のルームサービスのお礼に、毎回ウェイターに葉巻2本を渡していたという逸話が残る。◦66 
Knightsbridge, London, SW1X 7LA United Kingdom  ☎+44-20-7235-2000  1泊600£～  www.mandarinoriental.com/london

名宰相が愛した英国のエレガンス。

パリの空気に満ちた華麗な空間。
オペラ座ガルニエ宮に隣接する「インターコンチネン
タル パリ ル・グラン」は、パリ万国博覧会の招待客
をもてなすため、ナポレオン3世の意思によって建て
られた5つ星ホテル。フランスが最も華やかだったル
イ14世時代のバロック建築様式を取り入れ、音楽やバ
レエを愛する人々のお気に入りの待ち合わせ場所にな
った。1階には150年の歴史を持つ、パリの顔ともいう
べきカフェレストラン「カフェ・ド・ラ・ぺ」が入り、
オペラ座の設計者でもあるシャルル・ガルニエが生み
出した華麗な空間でパリの雰囲気を満喫できる。

ナポレオン3世は、1867年のパリ万博を訪れる世界各地からの来賓に、
フランスの経済力、科学技術力を見せつけるために、このホテルの建
設に力を注いだ。◦2 Rue Scribe, 75009 Paris, France  ☎+33-1-
40-07-32-32  1泊350€～  www.legrandparis.jp/
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美しいコロニアル建築を現代に。
シンガポールのチャイナタウンにあった19世紀のコロ
ニアル様式の建物が、精巧なリノベーションを施され
て、「シックスセンシズ マックスウェル」に生まれ変
わった。サステナビリティで世界を牽引するシックス
センシズの都心型のプロパティだ。フランス芸術文化

「クック&トラス」のほかに、クラシックなブラッセリーから本格
スピリッツバーまで、5つの異なるコンセプトのダイニングが入
っている。●2 Cook Street, 078857 Singapore, Singapore  
☎+65-6914-1400  1泊310S$～  www.sixsenses.com/en/
hotels/maxwell  日本での予約問い合わせ ℡0120-92-1324
（日本語対応）

新たな伝説誕生！
歴史的アイコンが
ホテルに。

ゴシック建築にコロニアル様式、
モダニズム建築まで。教会や要塞、

著名人の邸宅などの歴史的建造物が今、
新レジェンドホテルとして蘇る。

勲章最高章の受章歴を持つジャック・ガルシアによる、
バロック様式を意識した優美なデザインが目を引く。
世界中で図書ライブラリーをプロデュースする英国ア
ルティメットライブラリー社が監修した3000冊を置く
ダイニング「クック＆トラス」も要チェック。
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スキャパレッリの邸宅に泊まる。
パリ8区のシャンゼリゼ通りに近い一等地、かつてエ
ルザ・スキャパレッリが暮らしていた邸宅が全面改装
され、「オテル ドゥ ベリ」へと生まれ変わった。1930
年代にライバルのココ・シャネルをしのぎ、一世を風
靡した女性デザイナーだ。ロビーには、ルーブル美術
館に展示されている古典彫刻のレプリカがずらりと並
べられ、アーティスティックな雰囲気をつくり出して
いる。イラストレーターのイポリット・ロマンの大き
なフレスコ画が描かれた地中海レストラン「ル シャッ
プ」は、軽やかで遊び心のあるパリらしい空間だ。

パリのデザイナー、フィリップ・ルノーが手がけた最初のホテルは、ア
パルトマンのスタイルを巧みに取り入れた都会的なデザインが特徴。
◦18-22 Rue de Berri, 75008 Paris, France  ☎+33-176-53-77-70  1
泊520€～  www.marriott.com/hotels/travel/parbe-hotel-de-berri-a-
luxury-collection-hotel-paris/

川面に映るクラシックなファサード。
市内を縦横に走る運河やアンネ・フランクの家がある
街として知られるアムステルダム。グルメタウンとし
て人気のエリア、デ・パイプに位置する「ペスタナ・
アムステルダム・リバーサイド」は、ネオクラシック
様式の歴史的建造物を利用した新しい5つ星ホテルだ。
美しい天井とアーチを持った見事なロビーは、絵画の
ようでフォトジェニック。かつての市庁舎と公文書館
に設けられた豪華な客室とスイートは、それぞれの建
物の特色を生かした内装で、リバーサイドの部屋から
はアムステル川の美しい景色を望むことができる。

落ち着いた色調、ナチュラルなファブリック、控えめなインテリアで統
一された客室は、安らぎの雰囲気をつくり出す。◦Amsteldijk 67, 
1074 HZ Amsterdam, Netherlands  ☎+31-20-220-6900  1泊180€～  
www.pestanacollection.com/en/hotel/pestana-amsterdam-
riverside
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ヤンゴン川沿いのストランドロードに面した2層のコロネー
ドと無数のライトが、夕闇の中に美しいモニュメントを浮か
び上がらせる。◦14 Strand Road, Kyauktada Township, 
Yangon, Myanmar  ☎+95-1-2307-900  1 泊 400$～  
www.rosewoodhotels.com/en/yangon

軍事要塞跡をホテル、レストラン、ジュエリー美術館＆ア
ートセンターの複合施設「ラ フォルタレサ」にリノベート。
◦Carrer Major s/n Muntanya dels Sants Metges, 
17481 Sant Julià De Ramis, Spain  ☎+34-872-201-441  
1泊300€～  hotelsantsmetges.com

壁面を飾る孔雀モチーフ、金色に光るハチドリのランプ、
紫のベルベットに覆われた家具など、バプテスト教会本部
だった建物を刺激的に改装。◦2-6 Southampton Row, 
London WC1B 4AA, United Kingdom  ☎+44-20-7405-
5555  1泊350£～  www.loscarlondon.com

ヤンゴン初のラグジュアリーホテル。

活発な経済成長が続くミャンマー最大の都市
ヤンゴンに、香港に拠点を置く高級ホテルブ
ランド、ローズウッドの新しいプロパティが
オープンした。スコットランドの建築家、ト
ーマス・オリファントフォスターが設計した
アジア初の高層鉄骨建築「ニュー・ローコー
ト」をリニューアル。3000トンもの鉄骨を使
い、ヤンゴンで初めてエレベーターを備えた
建物は、警察本部、人民議会上院、ビルマ社
会主義計画党本部など多彩な用途に使われて
きた。その歴史的建造物におよそ1億ドルを
投じてリュクスなホテルへと変貌させたのだ。

昔の教会を刺激的にリノベート。

20世紀初頭のバプテスト教会を人気デザイナ
ー、ジャック・ガルシアが6年の歳月をかけ
てリノベーションしたブティックホテルが

「ロスカー ロンドン」だ。一歩足を踏み入れ
ると、まるで劇場を思わせる100年の歴史の
趣とモダンさが同居するガルシアの世界。孔
雀モチーフのドアやアイスランドのハンドピ
ックダウンのコンフォーター、バタフライウ
イングの蛇口など、至るところに彼流のこだ
わりが満ちている。「バプテスト・グリル」で
は、シェフ、トニー・フレミングが伝統的な
グリルに軽やかさを加えた料理を披露する。

軍事要塞の跡地の5つ星ホテル。

スペイン東部の都市ジローナの郊外にあった
要塞跡地が、ジュエリー美術館と5つ星ホテ
ル「サンツ メテス ホテル」へと変貌を遂げ
た。1963年までスペイン防衛省の弾薬庫など
に使用されていた軍事要塞の華麗なる転身だ。
カタルーニャを中心に活躍する建築ユニット、
フセス・ビアデル・アーキテクツが設計を担
当し、アメジスト、ガーネットなどのジュエ
リーの名前をつけた15室の客室には、原石に
ちなんだアクセントカラーを配した。バルセ
ロナの3つ星「ABaC」のシェフ、ジョルデ
ィ・クルスの新店「アテンポ」も注目だ。
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もともと「トンプソン・コート」と呼ばれた1883年築のオ
フィスビル。2つの尖塔が印象的なダウンタウンのランド
マーク的な存在だった。◦123 Nassau Street, New York, 
NY 10038, United States  ☎+1-212-233-2300  1泊459$
～  www.thebeekman.com

新旧のエスプリに触れるパリ再考旅。

オープン前から話題をさらっているのが、100
年以上パリ市民に愛されてきた百貨店「ラ・
サマリテーヌ」の大改修だ。百貨店やオフィ
ス、マンションが入る予定だが、最も注目し
たいのが5つ星ホテル「シュヴァル ブラン パ
リ」。1928年にアンリ・ソバージュによってデ
ザインされたアールデコの傑作が、建築家エ
ドゥアール・フランソワによって再設計され都
市型のリゾートとして生まれ変わる。プライベ
ートな博物館への訪問やセーヌ川沿いのボー
ト体験など、ニーズに合わせたテイラーメイド
のおもてなしも。2020年、舞台はセーヌ川。
パリジェンヌが愛してやまない街と再会しよう。

インテリアデザイナーのピーター・マリノが手がける部屋
は全72室。石大工やメッキ職人など、フランスの職人技が
堪能できる。◦8 Quai du Louvre, 75001 Paris, France  
www.chevalblanc.com/fr/maison/paris/ ※2020年5月
オープン予定

開業直前には、ルイ・ヴィトンの2020クルーズコレクショ
ンのショーが開催されるなど、話題には事欠かない。◦
JFK International Airport, One Idlewild Drive, New 
York, NY 11430-1962, United States  ☎+1-212-806-9000  
1泊249$～  www.twahotel.com

幻のエアラインセンターがホテルに。

エアラインマニア垂涎の「TWAホテル」がつ
いに完成した。1962年に建築家エーロ・サー
リネンによって設計され、60年代のモダニズ
ム建築の傑作と言われながら、2001年に閉鎖
されたままになっていたジョン・F・ケネディ
国際空港のTWAフライトセンターが、ホテル
として蘇ったのだ。カクテルラウンジでは当時
のスタイルのCAがお出迎え、2階にはかつて
ヴァレンティノ、ラルフ・ローレン、スタン・
ハーマンらがデザインしたCAやパイロットの
ユニフォームが展示されるなど、とにかく見所
満載。ファンならずとも外せないスポットだ。

NYで注目の再開発プロジェクト。

金融街とトライベッカに隣接する再開発目覚
ましいエリアに位置する「ザ ビークマン ア 
トンプソン ホテル」。19世紀のニューヨーク
の高層建築の先駆けとしてかつて出版社や建
築家、弁護士などアッパーな人々がこぞって
入居した建物を華麗に蘇らせた。自然光がた
っぷりと入るピラミッド形のガラス天井を備
えたアトリウムが圧巻。セレブシェフのト
ム・コリッキオが率いる「フォウラー＆ウェ
ルス」に加え、ニューヨーカーに人気のキー
ス・マクナリーが手がけるブラッセリー「オ
ーガスティーヌ」と、ダイニングも超豪華だ。
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文化遺産に泊まれる日本のレジェンドホテル。
歴史ある古都の伝統的な建造物や国定公園として守られてきた自然遺産。

そんな特別な場所に宿泊できるホテルが続々オープン。日本ならではの歴史と情緒を体験しよう。

京都を深く知る。洛北の森の庭に佇む古都のリゾート。

年月をかけて育まれた庭は、静寂の中に樹々のさざめきや小川のせせらぎだけが聞こえる安息の地。●京
都府京都市北区大北山鷲峯町1  ☎075-496-1333  1泊¥110,000（税・サービス料別）～  www.aman.
com/ja-jp/resorts/aman-kyoto

日本で3つ目のアマンは、本阿弥光悦が居を構えた地としても知られ、市中の喧騒から隔絶さ
れた洛北の森の庭に、ひっそりと佇む26室のプライベートリゾート。建物のデザインはアマ
ン東京と同様、ケリー・ヒル・アーキテクツが手がけ、日本旅館の伝統を踏襲しながらモダン
に昇華させた。館内の家具や照明はすべて特注したオリジナル。物静かだが力強さを感じる
アートワークの数々は、各分野で活躍するアーティストに依頼したものだ。

世界初の日本酒をテーマにしたホテルが誕生。

創業150年の奈良豊澤酒造は、東大寺や春日大社など多くの寺社に日本酒を納める老舗。その酒蔵と居室
を客室にリノベーション。●奈良県奈良市西城戸町4  ℡0120-210-289  1泊¥28,000（税・サービス料別）
～  www.naramachistay.com

奈良は日本で初めて清酒造りが行われたとされるところ。「NIPPONIA HOTEL 奈良 ならま
ち」は、代表的な蔵元のひとつ、奈良豊澤酒造がかつて酒造りを行っていた古民家を、日本酒
と奈良の歴史を楽しみ、その魅力を新たに発見する宿として蘇らせたホテルだ。テーマは
SAKE。レストランでは蔵元直送の日本酒と創作フレンチのマリアージュを楽しむことができ
る。さまざまな体験を通して、日本酒と奈良の奥深い魅力を五感で味わおう。

新元号ゆかりの太宰府に開業した分散型の古民家ホテル。

吉嗣梅仙、拝山、鼓山の3代の絵師の居宅だった館内には、幕末に活躍した三条実美や東郷平八郎の書など
も残っている。●福岡県太宰府市宰府3-3-33  ℡0120-210-289  1泊¥30,500（税・サービス料別）～  www.
cultia-dazaifu.com/

大伴旅人が開いた「梅花の宴」の舞台として、新元号「令和」のゆかりの地となった太宰府。「ホ
テル カルティア 太宰府」は、そんな太宰府天満宮の周囲に点在する古民家をリノベートした分
散型ホテル。最初にオープンしたのは、江戸末期から昭和にかけて活躍した3代の絵師の邸宅
「古香庵」を改修した4室。明治44年築の母屋を含む3つの建物を昔の佇まいを残しながら改修
し、万葉集をモチーフとした伝統工芸品などを配した。

ワイキキビーチの名門ホテルが沖縄にやってきた。

ヴィラの屋根は沖縄の景色になじむ琉球瓦で葺かれ、プールには150万枚のタイルでハレクラニの象徴で
あるオーキッドが描かれた。●沖縄県国頭郡恩納村名嘉真1967-1  ☎098-953-8600  1室1泊¥45,000（税・
サービス料別）～  www.okinawa.halekulani.com/

1917年の創業以来、世代を超えて多くのファンに愛されるハワイにあるワイキキビーチの名門
が初の海外進出に選んだのは、国定公園として守られてきた沖縄・恩納村。「ハレクラニ沖
縄」の魅力は、エメラルドグリーンに輝く海に面した約8万7000㎡の広大な敷地と、全室オー
シャンビューの白を基調としたゲストルーム、そして「ゲストに真の安らぎを」という本家ゆず
りのホスピタリティ・スピリット。ここはまさに楽園と呼ぶにふさわしいホテルだ。
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