PRESS RELEASE
スターウッド ホテル、節目の年にシェラトン・マカオホテル，
コタイセントラルをオープン―2012 年オープンの
ホテルの中では世界最大規模
マカオのにぎやかなコタイストリップにあり、約 4,000 の客室を持つ新しいシェラトンは、
全世界で展開するスターウッドホテルの中で最大規模であると同時に、
マカオ最大のホテルとして独自の地位を確立
この歴史的なオープンは、由緒あるシェラトンブランドの 75 周年と同年

米国コネチカット州スタンフォード – 2012年9月20日 – スターウッド ホテル
＆リゾート ワールドワイドInc.（NYSE：HOT）は、本日、シェラトン・マカ
オホテル，コタイセントラルのオープンにより、新しい節目を迎えました。
このホテルは、2012年にオープンしたホテルの中で世界最大の規模を誇り、
4,000近くの客室を備えています。世界中で展開するスターウッド グループの
ホテルの中でも最大であり、マカオでオープンする最大のホテルでもありま
す。開発が進むにぎやかなコタイストリップ（Cotai Strip®）地区を見下ろす2
つの優雅なタワーから成るホテルには、世界最大のシェラトンクラブラウン
ジ、バスケットボールコート11面分以上の面積を持つメインボールルーム、
合計14,860平方メートル以上の会議スペース、3つのオリジナルレストラン、
そしてカフェ付きの3面の屋外プールがあります。このオープンはシェラトン
ブランド発足75周年とも重なり、アジア太平洋地域において、スターウッド
のリードをさらに広げることになります。スターウッドはアジア太平洋地域
で最も多くの4つ星・5つ星ホテルを経営しており、2014年までに320軒以上の
ホテルを持つことになります。
スターウッド ホテル＆リゾートの社長兼最高経営責任者（CEO）、フリッ
ツ・ヴァン・パーシャンは、次のようにコメントしています。「シェラト
ン・マカオホテル，コタイセントラルのオープンは、スターウッドとシェラ
トンにとって、そしてホスピタリティ業界全体にとって、歴史的な節目とな
ります。アジア太平洋地域で圧倒的なブランド認知を誇り、由緒ある伝統を
持つシェラトンは、このマカオの素晴らしい新ホテルを担うに相応しいブラ
ンドです。シェラトンは、この地域でスターウッドの成長を牽引し続けてい
るからです。」
ラスベガス・サンズ（Las Vegas Sands）およびサンズ・チャイナ（Sands
China Ltd.）の会長、シェルドン・アデルソン（Sheldon Adelson）は、次のよ
うに述べています。「世界に名だたるシェラトンブランドをサンズコタイセ
ントラル（Sands® Cotai Central）総合リゾートにお迎えでき、とても嬉しく思
っています。私たちの目の前で沼沢地からきらびやかな観光とレジャーの中
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心地へと大きく発展したコタイストリップは、会社が目指すべきビジョンそ
のものでもあります」
シェラトンは現在、アジア太平洋地域で95軒のホテルを営業しており、2016
年までには150軒近くに到達する予定です。シェラトンブランドが力強く牽引
するアジア太平洋地域は、スターウッドが最も急速に成長している市場であ
り、まもなくスターウッドにとって最大のグローバル市場となります。シェ
ラトン・マカオホテル，コタイセントラルは、レジャー・会議・インセンテ
ィブ旅行・娯楽が楽しめる有数の都市、マカオでオープンする2軒目のスター
ウッドホテルです。
スターウッド ホテル＆リゾート ワールドワイドInc.のアジア太平洋地区社長、
スティーブン・ホーは、次のように語っています。「マカオに建つ新しいシ
ェラトンホテルにより、急速に発展するコタイストリップは、さらに楽しい
場所となるでしょう。豊かな彩を放つ文化、多種多様な娯楽のオプション、
そして世界で最もホットなゲーム市場を持つマカオは、世界中から多くの
人々を集め、ラスベガスの4倍の収益を生み出しています。スターウッドがア
ジア太平洋地域で特に強い理由は、この市場に初めて参入した企業だからで
す。デベロッパー、パートナー、そしてお客様とともに培ってきた当社ブラ
ンドの強みと有意義な信頼関係は、1985年に中国で初めてシェラトンをオー
プンした時以来のものです。」
サンズ・チャイナの社長兼CEO、エドワード・トレイシー（Edward Tracy）
は、次のようにコメントしています。「マカオは、アジアで最も多くのビジ
ネスおよびレジャー旅行者が訪れる都市としての地位を確立しつつあります。
シェラトンのお客様は、コタイストリップのサンズコタイセントラルの中心
地に滞在できるため、すぐ近くであらゆるアドベンチャー、エンターテイン
メント、カジノを楽しめます。極上のダイニングや免税品のショッピング、
世界規模で開催される娯楽イベント、ワクワクするゲームイベント、そして
最大かつ一流の会議イベントなどです。」
シェラトン・マカオホテル，コタイセントラルは、コタイストリップにある
マカオ最新の総合リゾートであり、高級ショッピング、ダイニング、エンタ
ーテインメントが楽しめるサンズコタイセントラルの一部となります。マカ
オは陸海空から簡単にアクセスできるため、2012 年の前半には主に中国本土
から 1300 万人の観光客が訪れました。2006 年以降、マカオはラスベガスを
超える世界最大のカジノ市場の地位をキープしています。マカオは、カジノ
リゾートが合法な中国で唯一の都市でもあります。

シェラトン・マカオホテル，コタイセントラル、2 つのタワーのうち 1 つを
オープン
シェラトン・マカオホテル，コタイセントラルは、2 段階でオープンします。
本日オープンしたのはシェラトンスカイタワー（Sheraton Sky Tower）で、
1,829 の客室、約 1,200 平方メートルのシェラトンクラブラウンジ、カシュガ
ルグランドボールルーム（Kashgar Grand Ballroom）、その他の会議スペース
があります。ほかにも、ロビーの交流の場としてシェラトン独自の「リンク
＠シェラトン」を備えたパームズラウンジ（Palms Lounge）、4 階の豪華なサ
ラプール（Sala Pool ）、シャインスパとシェラトンコアパフォーマンス
（Sheraton Core Performance）のフィットネス設備などをご用意しています。
フ ィ ッ ト ネ ス 設 備 の 特 徴 は 、 パ ー ト ナ ー の コ ア パ フ ォ ー マ ン ス （ Core
Performance）とともにシェラトンのお客様のためだけに開発したシェラトン
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ブランドの革命的な新しい健康・フィットネスプログラム、「シェラトンフ
ィットネスプログラム バイ コアパフォーマンス（Sheraton Fitness programmed
by Core Performance™）」をご利用いただける点です。ホテルの 2 つ目のタワ
ーであるシェラトンアースタワー（Sheraton Earth Tower）は、来年早々にオ
ープンする予定で、さらに 2,067 の客室と 2 面の屋外プール（うち 1 つからは
コタイストリップの絶景を見られます）を備えています。

マカオ－アジアで最もエキサイティングな家族旅行先
現代のマカオは、アジアで最もエキサイティングな娯楽・レジャー都市とし
て急成長を遂げています。シェラトン・マカオホテル，コタイセントラルは、
子供がいる家族向けに、子供用のベッドがある家族部屋、プレイエリア、子
供向けの本やゲームなど、様々なレジャーアメニティーをご用意しています。
プライベートカバナ、プールサイドカフェ、そして豊かな緑を完備した 3 面
の屋外プールでは、ご家族みんなでリラックスしていただけます。独自に開
発したキッズプログラム（Kids Program）は、オリエンテーリング、図画工作、
プールゲームなど、あらゆる年齢の子供が楽しめる様々なアクティビティー
やプログラムを託児員付きでご提供します。キッズクラブ（Kids Club）は幼
児向けに注意を払って設計されたプレイエリアで、コンフィーランドエクス
ペリエンス（Comfyland Experience™）、バウンスハウス、ボールプールとク
ライミング設備があり、Wii、その他任天堂製品、Xbox を含むハイテク機器
などを完備しています。

世界最大のシェラトンのメイキング
シェラトン・マカオホテル，コタイセントラルの建設は、マカオ経済を活性
化させ、地元市民向けに様々な雇用の機会を生み出しました。ホテルのチー
ムは、数々の就職説明会を開催して 10,000 件以上の求職申し込みを受け付け、
5,000 人の候補者を面接するために約 16,000 キロも移動しました。アソシエ
イト 1,500 人の実地研修の一環として、2 週間にわたって 10,000 人のゲストが
5,000 の客室にチェックイン・チェックアウトする大規模なシミュレーション
を実施しました。ホテルスタッフには非常に国際的な人々が集まっており、
標準中国語、広東語、英語、ドイツ語、フランス語、イタリア語、ベトナム
語、タイ語、台湾語、日本語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、オラン
ダ語、スウェーデン語、ロシア語、インドネシア語を含む 19 言語、そして
様々な中国語方言を話せるスタッフがいます。
世界最大のシェラトンを作るには、大規模な計画と準備を要しました。シェ
ラトン・マカオホテル，コタイセントラルは、3,896 の客室に明かりをつける
ため、90,796 個の電球を購入して取り付けました。これはエッフェル塔で使
用される電球の合計数の 4.5 倍です。スタッフは、客室のバスルームに
35,217 枚の高級タオルを折り畳んで置き、15,652 個の枕を膨らませ、9,372 枚
のシーツをきれいに折ってベッドメイキングすることになります。4,000 近く
の客室に、6,256 台のスイート・スリーパーベッド（と 15,652 個の枕）が完
備されます。
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＜スターウッド ホテル＆リゾート ワールドワイド Inc.について＞
スターウッド ホテル＆リゾート ワールドワイド Inc.は、世界 100 カ国でおよそ 1,112 のホテ
ル/リゾートを所有・運営する、総従業員数 15 万 4 千人のホテル・レジャー企業です。スタ
ーウッドホテルは、ホテル、リゾート、およびレジデンスのオーナー/運営会社/フランチャ
イザーとして、セント レジス、ラグジュアリー コレクション、W、ウェスティン、ル メリ
ディアン、シェラトン、フォーポイント・バイ・シェラトン、そして最新のアロフトとエレ
メントを含む人気ブランドを展開しています。同社が誇る業界屈指のロイヤルティプログラ
ム、スターウッド プリファード ゲスト（SPG®）では、獲得したポイントを無料宿泊、ルー
ムアップグレード、航空券などの特典に交換でき、ブラックアウト（特典除外日）なくご利
用いただけます。また、スターウッドは、タイムシェアに基づく高級リゾートの開発と運営
を手掛けるスターウッド バケーション オーナーシップ Inc.も所有しています。詳細は
www.starwoodhotels.com および www.starwoodhotelsjapan.com/jp をご覧ください。
Sands® （サンズ）コタイ セントラルについて
2012年創業のSands®（サンズ）コタイ セントラルはCotai Strip®（コタイ ストリップ）の中心
地にあり、ここからアドベンチャー、楽しさ、富へと続く道が開いています。コンラッド、
シェラトン、ホリデイインの3つの有名ホテルブランドが集まったサンズ コタイ セントラル
は、マカオではここにしかない手の届くラグジュアリーを幅広くご提供します。その規模は、
約6,000室のゲストルーム/スイートルーム、111,000㎡のショッピングエリア、エンターテイ
ンメント施設、レストラン、会議/展示スペースを誇ります。さらに、ショップ グランドカナ
ルとショップス アット フォーシーズンスに、約100店舗が集まったショップス コタイ セント
ラルが仲間入りし、免税のラグジュアリーショップは600店舗以上になりました。1ヶ所にこ
れだけのショップが集まっているのはマカオではここだけです。2つのスパ、3つのフィット
ネスクラブ、2つ合わせて28,000㎡に及ぶカジノ、テーマ性のあるゲームセンターなど、サン
ズ コタイ セントラルは新次元のラグジュアリーと利便性をコタイ ストリップに生み出しま
した*。
* 上記の数字は2013年初旬の2つめのタワー開業に伴うゲストルーム/会議スペースを追加したものです。

（注：本プレスリリースには、米連邦証券法で定義されている「将来予想に関する記述」が含まれてい
ます。将来予想に関する記述は、将来の成績や出来事を保証するものではなく、将来予想に関する記述
が行われた時点で予想された内容と大きく異なる実際の結果や出来事を引き起こすリスクや不確実性、
その他要因が生じる可能性があります。これらのリスクや不確実性については、米証券取引委員会に当
社が提出した書類で詳述されています。当社では、このような将来予想に関する記述に含まれている期
待は、妥当な前提条件に基づいていると考えていますが、当社の期待が達成される、または予想と大き
く異なる結果や出来事は発生しないと保証することはできません。たとえ新しい情報が出たり、予想と
異なる出来事が起きたりしても、当社は将来予想に関する記述を公に更新または改訂する義務を一切負
いません。）

メディアの方からのお問い合わせ：
ベネチアン マカオ広報
Mabel Wu（マベル・ウー）
電話：+853 8118 2268
メール： mabel.wu@venetian.com.mo
シェラトン マカオホテル、コタイ セントラル広報
Barry Cheong（バリー・チョン）
電話： +853 8118 0704
メール： barry.cheong@sheraton.com
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