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平成２７年８月１９日 市政記者クラブ提供資料 

 

 

 

 

 

 

◆と き 

 平成２７年８月２４日（月）～２７日（木） 

  ※鈴鹿市が参加するのは，２６日（水）まで 

 

◆ところ 

 メイン会場：ザ・プリンス パークタワー東京（東京都港区芝公園４-８-１） 

                          ほか東京都内各地 

 

◆趣 旨 

「レ・クレドール（※1） ジャパン」（※2）は，海外各国のコンシェルジュ 

（※3）に日本の素晴らしさを体験，実感していただく機会を提供することを

目的に，「第９回レ・クレドール アジアンコングレス」（※4）が東京で開催さ

れます。 

参加したコンシェルジュが，得た情報を各国に持ち帰って，それを案内し

てもらうことで，国内はもとより海外から鈴鹿市に訪問するお客様が増える

ことを目的に，シティセールスの一環として，「第９回レ・クレドール アジ

アンコングレス」に協賛します。 

 

◆協賛内容 

  ８月２４日（月） １９：００～２２：００ 

＠ザ・プリンスパークタワー東京（東京都港区芝公園４-８-１） 

 

   ・市長によるウェルカムスピーチ 

   ・鈴鹿墨を使用した書道パフォーマンス（書家：渡部
わたなべ

大語
た い ご

氏） 

（協力：鈴鹿製墨協同組合） 

 

  ８月２５日（火）  

＠ザ・プリンスパークタワー東京（東京都港区芝公園４-８-１） 

   ・講演の休憩時間に，鈴鹿産「かぶせ茶」のふるまい 

（協力：鈴鹿市茶業組合） 

鈴鹿市は 

第９回レ・クレドール アジアンコングレスにて 

シティセールスを実施します 
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＠八
はっ

芳
ぽう

園
えん

（東京都港区白金台１-１-１） １８：００～２０：００ 

   ・伊勢型紙と鈴鹿墨の実演・体験 

（協力：伊勢形紙協同組合，鈴鹿製墨協同組合） 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

８月２６日（水） １９：００～２２：００ 

＠パレスホテル東京（東京都千代田区丸の内１-１−１）  

 

   ・ガラディナー（パーティー）におけるメニューとして提供 

    ①鈴鹿墨の原材料となる竹炭を使用したパン 

    （協力：鈴鹿製墨協同組合） 

    ②鈴鹿抹茶を使用したアイスクリーム 

（協力：鈴鹿抹茶ブランド化研究会） 

 

 

 

 

 

    

 

・市長，産業振興部長が出席し，コンシェルジュ及び協賛企業に対し，

トップセールスを実施します。 

 

 

◆主 催 

 レ・クレドール ジャパン 

↑かぶせ茶提供イメージ 
↑伊勢型紙と鈴鹿墨の 

実演・体験イメージ 

←鈴鹿墨の原材料となる竹炭を使用したパン

（サンプル） 
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◆共 催 

 第９回 レ・クレドール アジアンコングレス組織委員会 

 

◆協 力 

 日本コンシェルジュ協会 

 

◆後 援 

 外務省 

 経済産業省 

 国土交通省 観光庁 

 日本政府観光局（ＪＮＴＯ） 

 公益財団法人東京観光財団 

 社団法人日本ホテル協会 

 

◆予定参加者数 

 ２６７名（海外１６９名，国内９８名）  

 

◆予定参加国 

  香港・シンガポール・フィリピン・中国・マレーシア・台湾・タイ・韓国・

インド・マカオ・インドネシア・ミャンマー・ＵＡＥ・オーストラリア・ニ

ュージーランド・ヨーロッパ諸国・アメリカ・カナダ等 

 

◆テーマ 

 ＯＭＯＴＥＮＡＳＨＩ-Sharing the spirits of “Professional Hospitality” 

 

※1 レ・クレドールとは 

  「レ・クレドール」は，１９２９年１０月６日，フランスにて発足されたホテルのコ

ンシェルジュのネットワーク組織です。現在，４４の国と地域，約３，５００名の会員

（２０１３．４現在）によって構成され，年一度の国際大会のほか，様々な会合を世界

各地で開催し，会員同士のネットワーク構築とコンシェルジュのための勉強プログラム

を行っています。 

 

※2 レ・クレドール ジャパンとは 

２０１５年６月現在２名の名誉会員，２５名の国際会員，１２社の賛助会員からな

る組織です。日本コンシェルジュ協会の会員の中で，規定の条件を満たしたコンシェ

ルジュ職に従事し，承認された人が会員となっています。 
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※3 コンシェルジュとは 

  ホテルの宿泊客のあらゆる要望，案内に対応する「総合世話係」というような職務を

担う人の職名として使われます。  

 

※4 レ・クレドール アジアンコングレスとは  

レ・クレドール  インターナショナルの公式行事で，毎年恒例のインターナショナ

ルコングレスとは別に，２年に一度開催される，エリアごとのワークショップです。

こうしたコングレスは世界の７つのエリアで行われ，レ・クレドールのメンバー以外

のホテル関係者の参加，他のエリアからの参加もあります。 

 

第１回 1996 香港           第７回 2011 香港 マカオ 

第２回 2001 シンガポール       第８回 2013 タイ バンコク 

第３回 2004 タイ バンコク      第９回 2015 日本 東京 

第４回 2005 インドネシア バリ 

第５回 2007 韓国 ソウル 

第６回 2009 マレーシア クアラルンプール 

 

◆取材に関する問い合わせ 

 当日の取材については，下記連絡先へお問い合わせください。 

 

第９回 レ・クレドール アジアンコングレス組織委員会 

広報担当 東出
ひがしで

 江津子 

（ザ・キャピトル東急 エクゼクティブコンシェルジュ） 

電 話 03-3503-0109 

ＦＡＸ 03-3503-0309 

Ｅ-mail e.higashide@tokyuhotels.co.jp 

 

◆タイムスケジュールや協賛企業一覧につきましては，別添趣意書をご参照く

ださい。 

 

◆問い合わせ先 

 産業政策課 産業政策Ｇ 

電 話 059-382-9045 

ＦＡＸ 059-382-0304 

mailto:e.higashide@tokyuhotels.co.jp


                                                                                

          

 

 

 

 

第 9 回 レ・クレドール 

アジアン コングレス  

趣意書 
 

 

2015 年 8 月 24 日（月）～27 日（木）予定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レ・クレドール ジャパン 

 第 9 回 レ・クレドール アジアン コングレス 組織委員会 

 

2012 年 4 月 

第 10 版 2015 年 8 月 1 日 
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はじめに 

 

ホテルに勤務するコンシェルジュが、そのサービスレベルを向上させ、より広く国内外

で活躍することは、今後の日本のホテル需要を高めるばかりでなく、日本の観光業全体

の活性化、さらなる発展につながると考えます。 

 

また、海外のホテルコンシェルジュに、日本を正しく深く理解し、それぞれの国で紹介、

その魅力をアピールしてもらうことは、より多くのお客様の来日に結びつくものと思わ

れます。 

 

このたび、レ・クレドール ジャパンでは、日本のコンシェルジュの実力を高め、同時

に海外のコンシェルジュに日本を体験し、文化や伝統、歴史、並びに現代日本の状況や

魅力を理解してもらう機会となるよう、『レ・クレドール アジアン コングレス』を日

本で開催することを計画し、レ・クレドール インターナショナルから承認を受けまし

た。 

 

この会の開催は、日本のホテル業界のみならず、観光業界の大きな一歩となると同時に、

国が掲げる観光立国実現にも大きく寄与するものと確信します。 

皆様のご支援とご協力をお願いいたしたく、ご案内申しあげます。 
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1. レ・クレドール アジアン コングレス趣旨 

 

レ・クレドール アジアン コングレスは、レ・クレドール インターナショナルの公式

行事で、毎年恒例のインターナショナル コングレスとは別に、2 年に一度開催される、

エリアごとのワークショップです。こうしたコングレスは世界の７つのエリアで行われ、

レ・クレドールのメンバー以外のホテル関係者の参加、他のエリアからの参加も歓迎し

ます。 

 

为な目的は 

1) 各国コンシェルジュと情報、知識を交換することで、ネットワークを強化し、コン

シェルジュ全体の課題解決能力を向上させること 

 

2) 個々のコンシェルジュの成長の機会として、レ・クレドールを目指すジュニアコン

シェルジュの国際的な研鑚の場を設けること 

 

3) その国の実情を知り、文化を体験、習得する機会を提供することで、各国の観光業

発展に貢献できるよう、コンシェルジュの正しい相互理解を深めることの三点。 

 

加えて、参加者のみならず、多くの世界のコンシェルジュが互いの国々により高い関心

を持ち、情報収集、交流、自国での紹介や発信に努めるきっかけとなっていくことも意

図しています。 

 

第１回は、1996 年に香港で開催。現在は 2 年ごとに、アジア各国で開かれています。 

 

 

2．これまでのアジアン コングレス  

第１回    1996 香港  

 第２回    2001   シンガポール 

 第３回    2004   タイ バンコク 

 第４回    2005  インドネシア バリ 

 第５回   2007  韓国 ソウル 

 第６回   2009 マレーシア クアラルンプール 

 第７回   2011  香港・マカオ 

 第８回   2013  タイ バンコク  

 第９回   2015 日本 東京 
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3．レ・クレドールについて 

 

「レ・クレドール インターナショナル」 は、1929 年 10月 6 日、フランスにて発足

されたホテルのコンシェルジュのネットワーク組織です。目的は、同じ志を持つコンシ

ェルジュが共助し合うこと。 

 

より良いゲストサービスの為に、分からないことには分かる人の知恵を借り、出来ない

ことには出来る人の力を借りて、尐しでもお客様に喜んでいただこうという考えのもと、

パリのグランドホテルのコンシェルジュ 11 名が設立した組織です。その後、共通の関

心と目的を持ったコンシェルジュの国際的ネットワークへと発展しました。会員の持つ

能力、知恵、知識などを結集させることで、ゲストサービスの向上を図り、同時に、一

人ひとりがより優れたコンシェルジュに成長しようという考えから発足し、80年余り。

この間ずっと変わらず、この目的に向かって活動し、会員間の相互信頼により成長発展

を続け、今もなお世界に広がり続けるネットワークです。 

現在は、44 の国と地域から、約 3,500 名の会員 (2014 年 3 月現在）によって構成され、

日々連絡を取りあい、相互に助け合いながらお客様へのサービス向上に努めています。

また、年一度のインターナショナル コングレスのほか、様々な会合を世界各地で開催

し、会員同士のネットワーク構築とコンシェルジュの質を高めるための勉強プログラム

などを実施しています。会員共通のモットーは “Service through Friendship”「友情を通

じたサービス」です。    
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4．レ・クレドール ジャパンについて 

日本におけるレ・クレドールは、コンシェルジュの勉強会として 1990 年にスタートし

ました。 コンシェルジュという職業の認識度、知名度の低さ、レ・クレドールのメン

バーシップが個人に与えられる事に対する企業の戸惑いなど、さまざまな局面をめぐっ

て紆余曲折を経てきましたが、アジアの統括国であるシンガポールのもと、レ・クレド

ール シンガポール日本支部として活動を続け、 1997 年 11 月、その実績が認められ、

パリの本部及び世界の先輩国から承認を受け、一つのチャプターとして独立しました。 

2015 年 6 月現在、レ・クレドール ジャパンは、2 名の名誉会員、25 名の国際会員、12 

社の賛助会員からなる組織となっています。为な活動は、隔月の定例会、年次総会のほ

か、各種ミーティング・セミナーの開催、ホームページ・定期刊行誌によるメッセージ

の発信。また、レ・クレドール インターナショナルのコングレスにも参加し、他国の

メンバーとも連携を深めています。今後も世界中のメンバーと協力し、ホテルコンシェ

ルジュ全体の質の向上を図り、レ・クレドールのネットワークを活用した、より質の高

いゲストサービスを追求すると同時に、観光業界発展の一役を担う会として成長してい

きたいと考えています。 

また、レ・クレドール ジャパンのメンバーは、日本コンシェルジュ協会に属し、ホテ

ルのみならず関連企業の会員とともに、月一度の定例会を通じて交流し、幅広いネット

ワークを構築するとともに、後進の育成にも努力しています。 
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5．第9回 レ・クレドール アジアン コングレス 開催概要（案） 
            2015年7月30日現在 

 

会議の名称 

  和文名： 第9回 レ・クレドール アジアン コングレス  

  英文名：  9th Asian Congress of UICH Les Clefs d’Or 
 

 

为催：    レ・クレドール ジャパン 

 

共催:  第9回 レ・クレドール アジアン コングレス組織委員会 

 

協力：  日本コンシェルジュ協会 

 

 

後援：  外務省 

経済産業省 

国土交通省 観光庁 

日本政府観光局（JNTO） 

公益財団法人東京観光財団 

社団法人日本ホテル協会 

 

 

開催期間：    2015年8月24日（月）～27日（木） 

 

開催地：     東京  

 

メイン会場： ザ･プリンス パークタワー東京 

   

予定参加者数：約250（国外：150名、国内：100名） 

 

予定参加チャプター：アメリカ・イギリス・インドネシア・インド・オーストラリア・ 

カタール・カナダ・韓国・シンガポール・スイス・タイ・台湾・

中国・デンマーク・ドイツ・フィリピン・香港・マカオ・ 

マレーシア・UAE・日本 （21の国と地域）  

 

会議使用言語：英語 

 

テーマ：   OMOTENASHI‐‐Sharing the spirits of “Professional Hospitality“ 
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協賛： 株式会社アウトドアテクノロジー   

尼崎セントラルホテル   

American Express International   

株式会社伊東屋 

International New York Times   

ウエブクリエーション株式会社   

株式会社うかい   

ＡＮＡインターコンチネンタルホテル東京   

ＳＧホールディングス株式会社   

オステリア・バスティーユ   

小田急交通株式会社   

株式会社オータパブリケイションズ   

株式会社カブキヤ   

山中温泉 かよう亭   

がんこフードサービス株式会社  

株式会社菊理ＭＣＤ  

銀座寿司幸本店   

株式会社 金羊社   

クラシエフーズ株式会社   

クリスチャン・トルチュ   

株式会社グリルみその 元祖鉄板焼ステーキみその   

グリーンスタンプ株式会社    

Go Concierge / Gold Key Solutions   

株式会社麹町はり灸指圧治療院   

神戸ビフテキのカワムラ   

強羅花壇   

ゴダック株式会社   

株式会社コンステレーションズ   

サッポロビール株式会社   

佐渡観光協会   

ザ・プリンス パークタワー東京   

ザ・ペニンシュラ東京   

サントリー酒類株式会社   

JA宮崎県経済農業協同組合連合会   

株式会社シネ・フォーカス   

株式会社小学館集英社プロダクション   

Shangri-La International Hotel Management Limited  

職人未来塾  
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株式会社新日屋   

スカパーJSAT株式会社 WAKUWAKU JAPAN   

すきやばし次郎   

鈴鹿市   

西武文理大学   

株式会社瀬里奈   

セルリアンタワー東急ホテル   

宝酒造株式会社   

長谷観光株式会社 つきじ治作   

高崎観光協会    

鉄板焼き かいか   

一般財団法人伝統工芸品産業振興協会 伝統工芸青山スクエア  

株式会社東急文化村 東急シアターオーブ   

株式会社東京鳩居堂   

東京空港交通株式会社   

東京真珠株式会社    

東京ステーションホテル   

有限会社東京ノーティスボード    

株式会社東夢   

時音の宿 湯为一條   

とくせん真木株式会社   

トッズ・ジャパン株式会社   

新潟観光コンベンション協会   

肉の匠三芳   

一般社団法人日本観光通訳協会   

日本航空株式会社   

日本電波塔株式会社   

専門学校日本ホテルスクール   

ネスレネスプレッソ株式会社   

登大路ホテル 奈良   

パークハイアット東京   

八芳園   

株式会社ハートマン   

ハードロックカフェジャパン   

株式会社花弘   

原茂ワイン株式会社   

パレスホテル東京   

東日本旅客鉄道株式会社   
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日立自動車交通グループ    

日の丸リムジングループ   

株式会社フェニックス・エンターテイメント・ツアーズ   

富士鳥居   

株式会社不二家   

株式会社プランニング・インターナショナル   

株式会社ベリープロジェクト（えびす屋雷門）   

HermanWines   

ホテル椿山荘東京   

ホテル日航金沢   

株式会社ポピンズ    

株式会社ボンマックス   

株式会社松屋 

松浦酒造   

丸栄タオル株式会社   

有限会社丸協印刷    

マンダリンオリエンタル東京株式会社  

株式会社三越伊勢丹ホールディングス  

ミトスグループ   

みなかみ町観光協会   

妙心寺退蔵院   

明海大学   

株式会社森ビルホスピタリティコーポレーション   

モンデ酒造株式会社   

湯沢町観光協会   

吉田金属工業株式会社   

ラオックス株式会社   

ルレ・エ・シャトー   

株式会社六本木田舎家   

六本木 炉端や   

株式会社ワイズテーブルコーポレーション   

ワタナベモーターズ株式会社    

 

 （あいうえお順） 
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日程(予定 2015年8月1日現在)：  
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6．第9回 レ・クレドール アジアン コングレス 開催目的 

 

● 日本とアジアのコンシェルジュの育成の機会提供 

・アジアのコンシェルジュの成長に、日本が貢献する一機会とする 

・日本のコンシェルジュに、グローバルな環境での勉強の機会を提供する 

・日本コンシェルジュ協会との協力によって開催を成功させ、この取り組みを通じて日

本のコンシェルジュの個々の力、並びにチームパワーを高める 

 

● コンシェルジュを介して世界に観光国日本をアピール 

・日本のホスピタリティを他国に紹介、観光国日本をアピールする 

・日本の文化・伝統・最新情報を各国コンシェルジュに紹介し、海外からの観光客増加

を図る 

 

● 日本のコンシェルジュの存在を国内外に示す 

・日本でのコンシェルジュの観光業界での役割と貢献を国内外により広く知らしめる 

・レ・クレドール アジアン ゾーンの国々との結束を図り、レ・クレドール インター

ナショナルに於いて、ゾーンとして活躍・貢献していく土台を作る 

 

 

 

7．開催プロジェクト組織構成と役割 

 

「第9回 レ・クレドール アジアン コングレス」の円滑、かつ効果的な実現に向け、会

内外関係者による十全の体制を構築し、必要な検討・準備作業および関係方面との協

議・調整を的確に進めるため、第9回 レ・クレドール アジアン コングレス 組織委員

会 (Organizing Committee, 9th Asian Congress of UICH Les Clefs d’Or) を組織する。同組織

委員会は、レ・クレドール ジャパン コミッティーおよび、日本コンシェルジュ協会 運

営委員と連携し、開催準備、両会への報告を行う。 
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8. 開催までのスケジュール （予定 2015年7月31日現在） 

  概  要 

2012.    4  日本コンシェルジュ協会での承認 

5－11  発起人を含む準備委員会の発足 

 準備開始 

12  開催国として立候補 

 開催国の決定 

2013.    3  趣意書の完成 

5  組織委員会発足 

 定款・各運営規定の確立 

6  組織委員会正式稼働 

 申込システム導入準備 

 スポンサーシップリストアップ 

 協賛・後援依頼活動開始 

8 

 

 日本コンシェルジュ協会 定例会にて アジアン コングレスPRイベン

ト開催 #1 

 第8回 アジアン コングレスでプレゼンテーション実施 

 第8回 アジアン コングレスで印刷物配布 

9  WEB サイトでの案内開始 

11  メインスポンサー決定 

－12  各団体への継続的アプローチ 

2014．  1  第61回 インターナショナル コングレスでプレゼンテーション実施 

 第61回 インターナショナル コングレスで印刷物・ノベルティ配布 

3  予約システム決定、内容打合せ開始 

 ビザ取得サポートについて体制確立 

4  ホテルスクールへの協力依頼 

6  日本コンシェルジュ協会 定例会にて アジアン コングレスPRイベン

ト開催 #2 

8  第9回 アジアン コングレス 専用WEBサイト定期更新開始 

－12  協賛・後援を募り、各団体への継続的アプローチ 

12  アジアンプレジデントミーティングでプレゼンテーション実施 

2015．  3  WEB内に参加申し込みページ設定 

 参加申し込み受付開始 

4  第62回 インターナショナル コングレスでプレゼンテーション実施 

 第62回 インターナショナル コングレスで印刷物配布 

 日本コンシェルジュ協会年次総会にて年次報告 

 学生ボランティア説明会 

6  参加申し込み締め切り 

7  全スタッフ説明会開催 

8  第9回 レ・クレドール アジアン コングレス 開催 

 開催終了報告 

 組織委員会解散 
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9. 問い合わせ先 

 

   レ・クレドール ジャパン  

      プレジデント   田隝
タジマ

 益美 

              マンダリン オリエンタル 東京 コンシェルジュサービスディレクター 

Tel: 03-3270-8800  Fax: 03-3270-8828 

E-mail : mtajima@mohg.com 

    

----------------------------------------------------------- 

 

第9回 レ・クレドール アジアン コングレス 組織委員会  

      組織委員長     阿部 佳 

       グランドハイアット 東京 コンシェルジュ 

Tel: 03-4333-1234  Fax: 03-4333-8123  

E-mail : kay.abe@hyatt.com 

    

第9回 レ・クレドール アジアン コングレス 組織委員会  

      広報担当       東出 江津子 

ザ・キャピトル東急 エクゼクティブコンシェルジュ  

Tel: 03-3503-0109  Fax: 03-3503-0309  

E-mail : e.higashide@tokyuhotels.co.jp 

 

    

第9回 レ・クレドール アジアン コングレス 組織委員会  

      スポンサーシップ担当  住吉 真矢子    

パレスホテル東京 チーフコンシェルジュ 

Tel: 03-3211-5211  Fax: 03-3211-5219 

E-mail : sumiyoshim@palacehotel.jp  

 

 

 

 


