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W ホテル ワールドワイド、
W シンガポール－セントーサコーヴのオープンにより、
シンガポールのセントーサ島に新たな魅力を提供
シンガポールのエンターテインメントの中心部に立地する W シンガポールは、
国際都市の活気とセントーサ島の熱帯風景を融合させる都会のオアシス
シンガポール – 2012 年 9 月 18 日 – W ホテル ワールドワイドは、本日、「W シンガポール－セ
ントーサコーヴ」およびそのレジデンスを、シンガポール初の W ホテルとしてオープンするこ
とを発表しました。シティー・デベロップメンツ・リミテッド（City Developments Limited）の
関連会社が所有・開発する W シンガポールは、シンガポールのダウンタウンからわずか数分の
華やかなセントーサ島にある都会のオアシスです。ロンドンを拠点とする建築家集団 WATG と
有名なデザイン会社ロックウェル・グループ（Rockwell Group）が設計した W シンガポールは、
シンガポールの活気あふれるエネルギーとセントーサ島の豊かな自然環境にインスパイアされ、
この国際都市に新たなシーンを創り出そうとしています。228 室を備えた W ブランドのレジデ
ンスに隣接するホテルは、総合的なライフスタイル体験を提供。240 室のゲストルームとスイ
ート、2 軒のオリジナルレストラン、デスティネーションバー、W ラウンジ、「WET（ウェッ
ト）」プールとバー、「Away Spa（アウェイスパ）」、そして 1,500 平方メートル以上のモダ
ンなミーティング・イベントスペースを完備しています。
シティー・デベロップメンツ・リミテッドの執行会長（Executive Chairman）、郭令明（Kwek
Leng Beng）氏は、次のようにコメントしています。「W シンガポール－セントーサコーヴの
オープンは、我が国におけるホスピタリティの新時代を切り拓きます。W シンガポールは、今
までにないくつろぎのマリーナライフスタイルを長期滞在者や観光客の皆様にご提供すること
で、ショッピングモールのキーサイドアイル（Quayside Isle）とともに、セントーサコーヴ一帯
を盛り上げていきます。」
W ホテル ワールドワイドとル メリディアンのグローバルブランドリーダーを務めるヴィンセ
ント・ジレ（Vincent Gillet）は、次のように述べています。「ダイナミックな国家都市、シン
ガポールは、世界を飛び回るジェットセッターから見れば、グローバルなハブという役割を持

っています。W シンガポールは、最先端のデザイン、にぎやかなナイトライフとレストラン、
そして革新的な各種イベントを通じ、セントーサ島の現地住民と観光客の皆様向けに、次世代
の新しいホテル体験をもたらします。」
Wシンガポール－セントーサコーヴは、世界で43軒目、アジア太平洋地域で7軒目のWホテルと
なります。スターウッドがアジア太平洋地域で安定した勢いを保っているのは、9つの優れたブ
ランドの力と、過去27年にわたって同社が域内のデベロッパー、パートナー、そしてお客様と
の間で築いてきた密接な関係が反映されているからです。
スターウッド ホテル＆リゾート ワールドワイドのアジア太平洋地区社長であるスティーブン・
ホーは、次のようにコメントしています。「私どもは、W シンガポール－セントーサコーヴの
オープンを本日発表することができ、とても嬉しく思っています。シンガポールは、東南アジ
アのライフスタイルとクリエイティビティの中心地として、その地位を確立しつつあるため、
W ホテルのようなデザイン重視のホテルが開業するのは自然なタイミングだと言えるでしょう。
ホテルの象徴的なデザインには、新しい世代に向けた W ブランドの情熱が込められています。
このホテルは間違いなく、シンガポールで究極のライフスタイルを実現する場所となるでしょ
う。」

セントーサ島の魅力を存分に味わう
シンガポールのビジネスの中心街、ファッショナブルなショッピングセンターや観光スポット
から数分の場所にあるセントーサ島は、スタイルに敏感な現地住民や国際的なジェットセッタ
ーが集まる現代の遊び場で、豊かな熱帯雨林、美しい砂浜、人気のスパ、豪華なレジデンス、
底が深いヨットマリーナなどを特徴としています。W シンガポール－セントーサコーヴのホテ
ルとレジデンスは、セントーサ島の中心部にあり、ユニークな専門小売店やレストランが軒を
連ねる海辺のキーサイドアイルに隣接しています。
Wシンガポールのデザインは、セントーサ島の豊かな熱帯風景を現代的に解釈した結果生まれ
ました。例えば、水面に鮮やかなグラフィックパターンを映し込んだ滝が、到着したお客様を
お出迎えします。屋外のテラスは、草をモチーフにした照明や岩の形をしたデイベッドで飾ら
れ、大きなロックガーデンを楽しむこともできます。またゲストルームを含むWシンガポール
全体が、シンガポールの国花であるバンダ・ミスジョアキムを思い起こさせるパターンで彩ら
れています。ホテルのWラウンジの中心には、天然石を削って作られたDJコンソールが芝生を
見下ろす形で配置されており、夜間にはライトアップされます。

シンガポールの新しい都会のオアシスで、食事、交流、リラックスを満喫する
シンガポールで新たなグルメシーンを生み出す「スカート」は、Wブランド初の現代的なグリ
ルレストランで、おしゃれなバーのように最新のカクテルや熟成したワインが飲めるだけでな
く、最高級の肉、斬新なシーフード、オリジナルのスープ、魅力的なデザートも堪能できます。
一日中営業しているダイニングレストランの「キッチンテーブル」では、シェフの気まぐれで
行われる様々なライブクッキングやテイスティングなどにより、双方向の体験が楽しめます。
Wシンガポールのナイトクラブ「ウーバー」では、Wミクソロジスト（バーテンダー）が作る
革新的なカクテルを味わい、夜になったらホテルの専属DJが奏でるサウンドに聞き入ることが
できます。プールサイドの「ウェットバー」では、シンガポールの熱い太陽の下で、くつろい
だり、話し込んだり、軽食を取ったりすることができます。

WシンガポールにあるWブランドのオリジナルスパ「Away Spa（アウェイスパ）」では、お客
様や現地の皆様にデトックスと活力補給の場を提供しています。スパのお客様は、熱帯雨林に
インスパイアされた装飾と、シンガポールのエキゾチックな庭園を特徴付ける自然の彫刻に出
迎えられます。Wシンガポールの「Away Spa（アウェイスパ）」では、最大限のくつろぎをご
提供するため、iLA製品と高度にカスタマイズされたベッドを独自に採用しています。究極の
スパ体験を求めるお客様向けには、スパと同じ階にある9つのゲストルームとスイートをご用意。
これらの各部屋にはプライベートのプランジプールが付属しています。最新のフィットネスセ
ンター「GYM（ジム）」と、24個の水中スピーカーを装備した1,300平方メートルの屋外プー
ル「WET（ウェット）」もご利用いただけます。
Wシンガポールのすべてのゲストルームとスイートには、Wオリジナルベッド、独自のアメニ
ティーが詰まったマンチーボックス、40インチのLED HD TV、最新のサラウンドサウンドシス
テム、高速Wi-Fi、そしてMP3プレーヤーのプラグ＆プレイデバイスが完備されています。昼夜
のアクティビティの後でリラックスいただけるよう、バスルームには「ブリス」アメニティー
をご用意しています。Wブランド独自の「Whatever/Whenever」サービス方針により、お客様が
お望みのものをいつでも（法律の範囲内であれば）ご提供します。
W シンガポールには、1,500 平方メートルを超えるミーティングやイベントのためのスペース
があり、これには 732 平方メートルの「グレートルーム」、7 つのミーティングルーム、そし
て柔軟に利用できる会議用の調度品や最新の AV 機器を完備した魅力的な屋外スペースが含ま
れます。W シンガポールは、浜辺にプライベートの接岸設備を持つシンガポール初のホテルで、
そこから大きな玄関を通って「グレートルーム」に直接アクセスすることができます。
W シンガポールのオープン記念特典
Wシンガポール－セントーサコーヴは、オープンを記念して、「アイランド グラマー ウェルカ
ム」（Island Glamour Welcome）をご提供します。この特典には、「ワンダフル」ゲストルーム
でのご宿泊、「キッチンテーブル」でのご朝食2名様分、「ウーバー」のWミクソロジストがお
作りするカクテルが含まれ、息を呑むほど美しいマリーナの眺めや夕焼けもお楽しみいただけ
ます。料金は1パッケージ当たり388シンガポールドルからで、20ドルまたは70ドル追加いただ
ければ、それぞれ「スペクタキュラー」ルームと「ファビュラス」ルームへのアップグレード
も可能です。
W シンガポール－セントーサコーヴのオープニングオファーは、オンライン
（www.wsingaporesentosacove.com）、メール（Res.wsingapore@staystarwood.com）、またはお電
話 （ 1-800-325-2525 ） で ご 予 約 い た だ け ま す 。 ご 予 約 な ど の 詳 細 に つ い て は 、
www.whotels.com/singapore をご覧ください。
#

#

#

Wシンガポール－セントーサコーヴのレジデンスについて
Wシンガポール－セントーサコーヴのレジデンスは、高く評価されているWブランドの高級コンドミニ
アムで、マリーナ沿いにあり、バックヤードにはヨットオーナー向けに接岸設備が完備されています。
隣接するWホテルの「Whatever/Whenever」コンシェルジュサービスの提供もあり、完全にオリジナルな
富裕層向けのWライフスタイルを実現。セントーサコーヴの好立地に滞在するお客様は、家のドアを出
てすぐのキーサイドアイルでダイニングやショッピングが楽しめるだけでなく、中心街からも程近いた
め、あらゆる贅沢が楽しめます。ぜひ数少ないWライフスタイルの体験者の1人となってください。Wシ

ンガポール－セントーサコーヴのホテルとレジデンス、およびキーサイドアイルで構成される総合的な
高級リゾートは、1963年に設立され、シンガポールで信用を得ている先駆的な不動産開発業者のシティ
ー・デベロップメンツ・リミテッド（CDL）が構想・開発しています。詳細については、www.cdl.com.sg
とwww.whotels.com/singaporeをご覧ください。
W ホテル ワールドワイドについて
W ホテルは先進的でモダンな、デザイン主導型のライフスタイルブランド。業界に新風を吹き込む当ブ
ランドは、世界中のエネルギッシュな都市やエキゾチックな街に、15 の W レジデンスをはじめ 43 のホ
テルやリトリートを展開しています。刺激的で、象徴的で、画期的で、影響力のある W ホテルは、ファ
ッション、音楽、エンターテインメントへの情熱と、時代の先端を行くデザインが融合したユニークな
空間を実現し、知る人ぞ知る究極の世界へとご案内します。コンテンポラリーなレストランのコンセプ
トや、魅惑的なエンターテインメント体験、スタイリッシュなショップのコンセプト、個性的なスパ、
そしてインスピレーションをかきたてるレジデンスなどを通じて、ブランドの感性を活かしたホリステ
ィックなライフスタイルをご提案します。13 年以上の実績を誇る W ホテルは、2015 年末までには 60 軒
以上に増える予定です。すでに発表した開業予定地は、バンコク、広州、ミラノ、上海、北京、ボゴタ、
アブダビ、ムンバイ、ジャカルタ、パナマ、マスカッ、サンタフェ、メキシコ。W リトリートはヴェル
ビエールやメキシコのリビエラマヤにも近く誕生する予定です。詳細は www.whotels.com をご覧くださ
い。W ホテルならではのライフスタイルを 24 時間 365 日実感できる W レジデンスについては
www.wresidences.com をご覧ください。
＜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。
シティー・デベロップメンツ・リミテッドについて
1963 年に設立されたシンガポールの先駆的な不動産開発業者、シティー・デベロップメンツ・リミテッ
ド（CDL）は、不動産の開発と投資、ホテルの所有と経営、施設管理を行い、ホスピタリティソリュー
ションを提供する不動産・ホテル分野の国際的な上場複合企業です。シンガポール国内で 22,000 軒以上
の高品質な高級住宅を建ててきた豊富な実績を持つ CDL は、過去 40 年間にわたり、象徴的な建築物を
作って都市景観を形成してきたことで、高い評価を受けています。実績の例としては、マリーナベイの
新興ダウンタウンの中心部にあるユニークなランドマークレジデンス 「ワン・シェントン」（One
Shenton）、世界で最も背が高い高層レジデンスの 1 つ「ザ・セイル@マリーナベイ」（The Sail @
Marina Bay）、海辺のユニークなコンドミニアム「ザ・オーシャンフロント@セントーサコーヴ」（The
Oceanfront @ Sentosa Cove）、そして究極のラグジュアリーライフスタイルをご提案する世界一流のブラ
ンドレジデンス「セントレジス レジデンス シンガポール」（St. Regis Residences, Singapore）などが挙げ
られます。CDL グループは、アジア、ヨーロッパ、中東、北米、ニュージーランド/オーストラリアを含
む世界 20 カ国以上で事業を展開しており、300 社以上の子会社と関連会社を擁しています（うち 5 社は
世界各国の証券取引所に上場）。同社は、持続可能性に関する世界最高のベンチマーク 3 つすべて（ダ
ウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス（DJSI）、FTSE4Good 指数シリーズ、世界で最も持
続可能な 100 社）に選定されている唯一のシンガポール企業です。詳細については、www.cdl.com.sg を
ご覧ください。

（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。）

