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TOP MESSAGE ｜ ごあいさつ

代表取締役会長 CEO

伊藤 勝康

代表取締役社長 COO

伏見 有貴

ご 一 緒します 、い い 人 生
と

き

より豊 か で 、し あ わ せ な 時 間を創 造します
リゾートトラストグループは、2023年度、創業50周年を迎えます。
1973年の創業以来、会員権事業を核に、幅広い領域で事業を展開する 総合リゾート企業グループ へと
発展してまいりました。
「ハイセンス・ハイクオリティ」
「エクセレントホスピタリティ」
を追求する当グループは、
ホテルレストラン事業、ゴルフ事業、メディカル事業、シニアライフ事業など多岐にわたり、会員数は19万2千人
を超えました。おかげさまで、このコロナ禍においても安心安全なホテル運営を評価いただき、会員数も
順調に増加しております。
これからの50年も、お客様の人生に寄り添い、一生涯を通じてお付き合いただける企業グループの実現
に向け、新しい挑戦を続けてまいります。また、業界のリーディングカンパニーとして「持続可能な社会
（サステナビリティ）」の実現に向けて果たすべき大きな責任があると考えており、グループ一丸となって
サステナブル経営、企業価値向上に努めてまいります。
今後とも引き続き皆様のご支援ご鞭撻を賜りますよう、お願い申し上げます。
2022年7月
ラグーナベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート

CORPORATE BROCHURE

1 ｜2

リゾートトラストは、お客様の一生涯を通じて
会員権
事業

お付き合いいただける企業を目指します。
「ベイコート倶楽部」
「サンクチュアリコート」
「エクシブ」をはじめとする会員制リゾートホテルを軸に、
「グランドハイメディック倶楽部」などのメディカルサービス、シニア向けレジデンスなど、
幅広い事業に取り組んでいます。
2022年7月現在、国内外41カ所にホテルを展開しております。

ホテル
レストラン
事業

ゴルフ
事業

さらに、2024年には岐阜県高山市に「サンクチュアリコート高山」
、
滋賀県高島市に「サンクチュアリコート琵琶湖」の開業を予定し、
さらなるステージへ歩んでまいります。

メディカル
事業

シニアライフ
事業

エクシブ鳥羽別邸

RESORTTRUST GROUP｜リゾートトラストグループ
●ベイコート倶楽部（4施設）
●サンクチュアリコート
（2施設開業予定）
●エクシブ（26施設）
●サンメンバーズ（7施設）
●ホテルトラスティ
（3施設）

●ザ・カハラ・ホテル＆リゾート
（2施設）
●ゴルフ場（13施設）
●グランドハイメディック倶楽部（9拠点）
●シニアレジデンス（23施設）
●その他

サンクチュアリコート琵琶湖（2024年開業予定）

エクシブ琵琶湖

アクティバ琵琶

サンメンバーズひるがの

エクシブ京都 八瀬離宮

スプリングフィールドゴルフクラブ

サンメンバーズ京都嵯峨
ハイメディック京大病院
トラストガーデン四条烏丸

サンクチュアリコート高山（2024年開業予定）
エクシブ軽井沢＆パセオ
エクシブ軽井沢 サンクチュアリ・ヴィラ＆ムセオ
グランディ軽井沢ゴルフクラブ

ホテルトラスティ大阪 阿倍野
ハイメディック大阪
リゾーピア久美浜

エクシブ那須白河
グランディ那須白河ゴルフクラブ
グランディ羽鳥湖スキーリゾート

トラストガーデン宝塚
エクシブ有馬離宮

エクシブ蓼科

エクシブ六甲 サンクチュアリ・ヴィラ

メイプルポイントゴルフクラブ

関西ゴルフ倶楽部
トラストグレイス御影
フェリオ百道／フェリオ天神／レジアス百道
リゾーピア別府

横浜ベイコート倶楽部
ホテル＆スパリゾート
ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜
トラストガーデン横浜ベイ馬車道

エクシブ鳴門
エクシブ鳴門 サンクチュアリ・ヴィラ＆ドゥーエ
グランディ鳴門ゴルフクラブ３６

東京ベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート
ホテルトラスティ東京ベイサイド
ハイメディック・東大病院／ハイメディック・ミッドタウン
ハイメディック東京ベイ／ハイメディック東京日本橋
トラストガーデン杉並宮前／トラストガーデン南平台
トラストガーデン桜新町／トラストガーデン用賀の杜
トラストガーデン等々力／トラストガーデン東嶺町
トラストガーデン本郷 ／トラストガーデン常磐松
トラストガーデン荻窪
フェリオ成城／フェリオ多摩川
クラシックガーデン文京根津

エクシブ箱根離宮

サンメンバーズ鹿児島

エクシブ湯河原離宮
エクシブ淡路島
芦屋ベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート
エクシブ白浜＆アネックス
ザ・カントリークラブ
オークモントゴルフクラブ
グレイスヒルズカントリー倶楽部
エクシブ鳥羽＆アネックス／エクシブ鳥羽別邸
サンメンバーズ名古屋白川
ホテルトラスティ名古屋 白川
ハイメディック名古屋
モーニングパーク主税町／トラストグレイス白壁
ザ・
トラディションゴルフクラブ

エクシブ初島クラブ
リゾーピア熱海
エクシブ山中湖
エクシブ山中湖 サンクチュアリ・ヴィラ
ハイメディック山中湖
エクシブ伊豆
パインズゴルフクラブ

ハワイ諸島

オアフ島

セントクリークゴルフクラブ
エクシブ浜名湖
グランディ浜名湖ゴルフクラブ

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート
ホノルル・ハワイ

ラグーナベイコート倶楽部
ホテル＆スパリゾート

CORPORATE BROCHURE

3｜ 4

極上のプライベート空間を創出する
完全会員制リゾートホテル「ベイコート倶楽部」。
オーダーメイドパーソナルサービスとオールコンシェルジュ体制を軸に、
サービスクオリティにおいて最上級のホスピタリティを実現した、
完全会員制リゾートホテル「ベイコート倶楽部」
。
都会の喧騒から遮断されたラグジュアリーな別世界が広がります。
これからも世界に類を見ない
オリジナリティあふれる倶楽部ライフを創造していきます。

東京ベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート

BAYCOURT CLUB｜ ベイコート倶楽部

東京ベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート

横浜ベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート

ラグーナベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート

芦屋ベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート

ベイコート倶楽部（４施設）
東京ベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート

●東京都江東区有明３ｰ１ｰ１５

客室数／２９２ TEL.
（０3）
6700-11１１
（代）

横浜ベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート

●横浜市西区みなとみらい1-1-4

客室数／138 TEL.
（045）
522-0001（代）

ラグーナベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート

●愛知県蒲郡市海陽町2-9-1

客室数／193 TEL.
（0533）
33-9111（代）

芦屋ベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート

●兵庫県芦屋市海洋町14-1

客室数／ 201 TEL.
（0797）
25-2222（代）
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完全会員制リゾートホテルの新ブランド
「サンクチュアリコート」誕生。
「聖域の王宮」を意味するサンクチュアリコート。
都会の喧騒から離れた、格別のプライベート空間のなかで、
新たな滞在体験・価値観を提供する「ディスティネーションホテル」として誕生します。
2024年、岐阜県高山市に「サンクチュアリコート高山 アートギャラリーリゾート」、
滋賀県高島市に「サンクチュアリコート琵琶湖 ベネチアンモダンリゾート」
を開業予定です。

サンクチュアリコート琵琶湖 ベネチアンモダンリゾート

SANCTUARY COURT｜ サンクチュアリコート

サンクチュアリコート琵琶湖 ベネチアンモダンリゾート

サンクチュアリコート高山 アートギャラリーリゾート

レセプション

美術館／ガレの杜〜アール・ヌーヴォー

ラウンジ

客室

サンクチュアリコート
（2施設）
客室数／121 （2024年3月開業予定）

サンクチュアリコート高山 アートギャラリーリゾート

●岐阜県高山市上岡本町１丁目１２４番地１
（予定）

サンクチュアリコート琵琶湖 ベネチアンモダンリゾート

●滋賀県高島市安曇川町下小川字北浜1113 外27筆
（地番）
（予定） 客室数／167 （2024年10月開業予定）

※掲載しているCGパースや図面は完成予想図です。
建築仕様は変更になる場合があります。
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独自のコンセプトと多彩なロケーションで
全国に展開する会員制リゾートホテル「エクシブ」。
海、山、温泉など多彩なロケーションと、
独自のコンセプトで全国に展開する会員制リゾートホテル
「エクシブ」
。
会員制ならではの非日常のプライベート空間を、
別荘を持つ感覚で、
ホテルと変わらぬ気軽さで多彩にお楽しみになれます。

エクシブ京都 八瀬離宮

X IV｜ エクシブ

新たなるリゾート様式の提案、高貴なる「離宮」

エントランスロビー

エントランスロビー

エクシブ湯河原離宮

露天風呂

エクシブ箱根離宮

ロビーラウンジ

エクシブ京都 八瀬離宮

露天風呂

露天風呂

エントランスロビー

エクシブ有馬離宮

露天風呂
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多様なニーズ に合わ せた 複 合 型 総 合リゾート「グランドエクシブ」
グランドエクシブ那須白河 ゴルフ スキー＆スパリゾート

エクシブ那須白河

グランドエクシブ軽井沢 ゴルフ＆スパリゾート

グランドエクシブ初島クラブ マリン＆タラソリゾート

エクシブ初島クラブ

エクシブ軽井沢＆パセオ／エクシブ軽井沢 サンクチュアリ・ヴィラ＆ムセオ

スパ

エクシブ那須白河ドギーヴィラ

エクシブ軽井沢 パセオ

エクシブ軽井沢 サンクチュアリ・ヴィラ ムセオ

ガーデンプール

エントランスロビー

グランディ那須白河ゴルフクラブ

グランディ羽鳥湖スキーリゾート

エクシブ軽井沢 サンクチュアリ・ヴィラ

グランディ軽井沢ゴルフクラブ

タラソハウス

初島フィッシャリーナ

エクシブ（26施設）
エクシブ那須白河

TEL.（０２４８）
２５-８１１１
（代）

エクシブ軽井沢 パセオ

エクシブ山中湖

TEL.（０５５５）
６５-９０００
（代）

エクシブ湯河原離宮

TEL.（０４６5）60-2555（代）

エクシブ伊豆

TEL.（０５５７）
５１-０００１
（代）

エクシブ軽井沢 サンクチュアリ・ヴィラ TEL.（０２６７）
４６-３３３１
（代）

エクシブ箱根離宮

TEL.（０４６０）
８５-０１１１
（代）

エクシブ浜名湖

TEL.（０５３）
４８８-０１１１
（代）

エクシブ山中湖 サンクチュアリ・ヴィラ TEL.（０５５５）
６５-９０００
（代）

エクシブ軽井沢 サンクチュアリ・ヴィラ ムセオ TEL.（０267）46-333１
（代）

エクシブ初島クラブ

TEL.（０５５７）
６７-３０００
（代）

エクシブ鳥羽

TEL.（０５９９）
２６-４４１１
（代）

エクシブ軽井沢

エクシブ蓼科

●福島県西白河郡西郷村大字熊倉字雀子山３
●山梨県南都留郡山中湖村平野５６２-１２

●山梨県南都留郡山中湖村平野５６２-１５

客室数／５2

客室数／２５２
客室数／２８

TEL.（０２６７）
４６-３３３１
（代）

●長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字東かじか沢２３-１ 客室数／２００

TEL.（０267）46-333１
（代）

●長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字東かじか沢21-1

●長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字東かじか沢２５

●長野県北佐久郡軽井沢町大字追分字反り向９７-2
●長野県茅野市蓼科高原北山４０３５

客室数／32

客室数／４０
客室数／16

TEL.（０２６６）
７１-８１１１
（代）
客室数／２３０

●神奈川県足柄下郡湯河原町宮上631-1

●神奈川県足柄下郡箱根町宮ノ下１１２-２
●静岡県熱海市初島８００

客室数／１８７

客室数／１８７

客室数／２００

●静岡県伊東市富戸１３１７-５２４３

客室数／２２７

●静岡県浜松市西区村櫛町字志津ノ前４６２０
●三重県鳥羽市安楽島町字ニエ２１２-１

客室数／１９３

客室数／２０７

XIV｜ エクシブ

グランドエクシブ浜名湖 ゴルフ＆スパリゾート

グランドエクシブ鳥羽 ホテル＆スパリゾート

エクシブ浜名湖

グランドエクシブ鳴門 ゴルフ＆スパリゾート

エクシブ鳥羽別邸

エクシブ鳴門

ガーデンプール

ラウンジ

エクシブ鳥羽

エクシブ鳥羽アネックス

エクシブ鳴門 サンクチュアリ・ヴィラ

エクシブ鳴門 サンクチュアリ・ヴィラドゥーエ

エステ

グランディ浜名湖ゴルフクラブ

スパ

日本料理レストラン

ガーデンプール

グランディ鳴門ゴルフクラブ36

エクシブ鳥羽アネックス

TEL.（０５９９）
２６-４４００
（代）

エクシブ京都 八瀬離宮

TEL.（０７５）
７０７-２８８８
（代）

エクシブ六甲 サンクチュアリ・ヴィラ TEL.（０7８）894-2500（代）

エクシブ鳴門

エクシブ鳥羽別邸

TEL.（０５９９）
２1-2666（代）

エクシブ白浜

TEL.（０７３９）
４２-２５２２
（代）

エクシブ有馬離宮

TEL.（078）907-4111（代）

エクシブ鳴門 サンクチュアリ・ヴィラ TEL.（０８８）
６８３-８１１１
（代）

エクシブ琵琶湖

TEL.（０７４９）
５２-６１１１
（代）

エクシブ白浜アネックス

TEL.（０７３９）
４３-０１０１
（代）

エクシブ淡路島

TEL.（０７９９）
２３-３３００
（代）

エクシブ鳴門 サンクチュアリ・ヴィラ ドゥーエ TEL.（０８８）
６８３-８１１１
（代）

●三重県鳥羽市安楽島町字二地１６９-２
●三重県鳥羽市安楽島町字ニエ２１２-8
●滋賀県米原市磯１４７７-２

客室数／１９８

客室数／121

客室数／２６８

●京都市左京区八瀬野瀬町７４-１

客室数／２１０

●和歌山県西牟婁郡白浜町才野字西山１６７０-７６

●和歌山県西牟婁郡白浜町才野字西山１６７０-４４

客室数／１０４

客室数／１４４

●神戸市灘区六甲山町北六甲4512-28

●神戸市北区有馬町１６６1-11

客室数／48

客室数／１７５

●兵庫県洲本市小路谷字古茂江１２７５-３

客室数／１０９

TEL.（０８８）
６８３-８１１１
（代）

●徳島県鳴門市北灘町折野字上三津１６７-３

●徳島県鳴門市北灘町折野字上三津１１０-２
●徳島県鳴門市北灘町折野字上三津１０５-２

客室数／１３５

客室数／２２

客室数／２２
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X IV｜ エクシブ

独自のコンセプトと多彩なロケーションで全国に展開する「エクシブ」

エクシブ山中湖

エクシブ山中湖 サンクチュアリ・ヴィラ

エクシブ蓼科

エクシブ伊豆

エクシブ琵琶湖

エクシブ白浜

エクシブ白浜アネックス

エクシブ六甲 サンクチュアリ・ヴィラ

エクシブ淡路島

RESORPIA / SUN MEMBERS / HOTEL TRUSTY｜リゾーピア・サンメンバーズ・ホテルトラスティ

心温まるホスピタリティをお届けする
「リゾーピア」
「サンメンバーズ」

便利な立地に快適性と機能性を
追求した「ホテルトラスティ」

リゾーピア熱海

リゾーピア久美浜

リゾーピア別府

ホテルトラスティ東京ベイサイド

サンメンバーズひるがの

サンメンバーズ京都嵯峨

サンメンバーズ鹿児島

ホテルトラスティ名古屋 白川

ローズルーム（2施設）

ホテルトラスティ
（3施設）

サンメンバーズ（7施設）
リゾーピア熱海

●静岡県熱海市東海岸町１３-９３

TEL.（０５５７）
８３-５９５９
（代）
客室数／２０６

サンメンバーズ京都嵯峨

TEL.（０７５）
８８２-８７７１
（代）

●京都市右京区嵯峨広沢南野町２７-１

客室数／６７

リゾーピア久美浜

TEL.（０７７２）
８３-１３８０
（代）

サンメンバーズ名古屋白川

TEL.（０５２）
２２１-７９３１
（代）

リゾーピア別府

TEL.（０９７７）
２５-２１１１
（代）

サンメンバーズ鹿児島

TEL.（０９９）
２２５-５５１１
（代）

サンメンバーズひるがの

TEL.（０５７５）
７３-２２２１
（代）

●京都府京丹後市久美浜町湊宮１３０２-２
●大分県別府市堀田７組の１

客室数／５７

客室数／57

●岐阜県郡上市高鷲町ひるがの４６７０-３６２

●名古屋市中区栄２-７-１３
（ホテルトラスティ名古屋 白川内）客室数／105

●鹿児島市堀江町１９-１４
（ホテルサンフレックス鹿児島内） 客室数／１０５

ホテルトラスティ大阪 阿倍野

ローズルーム名古屋

TEL.（０５２）
２０３-５９３１
（代）

ホテルトラスティ東京ベイサイド

TEL.（０３）
６７００-０００１
（代）

ローズルーム大阪

TEL.（０６）
６３４５-７３３７
（代）

ホテルトラスティ名古屋 白川

TEL.（０５２）
２２１-7931（代）

ホテルトラスティ大阪 阿倍野

TEL.（０６）6530-0011（代）

●名古屋市中区栄２-７-１３ ヴィア白川２F

●大阪市北区曽根崎新地１-１-１６クリスタルコートビル２Ｆ

●東京都江東区有明３ｰ１ｰ１５

●名古屋市中区栄2-7-13
（ヴィア白川内）

●大阪市阿倍野区阿倍野筋1-5-10-300

客室数／２００

客室数／105

客室数／202

客室数／３６

CORPORATE BROCHURE
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世界の名門「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート」。
2014年にリゾートトラストグループに加わった「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート」。
50年以上の歴史を持ち、ハワイ・ワイキキから車で10分ほどの
至近距離にありながら、洗練されたロケーションをはじめ
優雅なプライベートを過ごすにふさわしい
ラグジュアリーな空間、高品位のホスピタリティなど、
あらゆる面で一線を画す名門ホテルです。
政財界のトップや各界の著名人など、
多くの方々から高い評価を受けています。
２０２０年には、世界展開第一弾として
「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜」が誕生しました。

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート ホノルル・ハワイ

THE KAHALA HOTEL & RESORT｜ ザ・カハラ・ホテル＆リゾート

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート ホノルル・ハワイ

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜

客室

ドルフィン・クエスト

スカイロビー

客室

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート
（2施設）
ザ・カハラ・ホテル＆リゾート ホノルル・ハワイ

●5000 Kahala Ave. Honolulu, HI 96816 USA

客室数／338 TEL.国際 ＋1
（808）
369-9480

ザ・カハラ・ホテル＆リゾート 横浜

●横浜市西区みなとみらい１-１-3

客室数／146 TEL.
（045）
522-0008（代）

CORPORATE BROCHURE
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ベイコート倶楽部、サンクチュアリコート、
エクシブを中心とする会員権販売を通じて、
高い信頼をいただいています。
「ベイコート倶楽部」
「サンクチュアリコート」
「エクシブ」では、最上の立地とハイグレードなホテルに加え、
日本で初めての完全利用日保証を実現した「リゾート・タイムシェアリング・システム」を導入。
当グループの会員数は、
2022 年 3月末日現在で約 192,000人。
会員の皆様から高い評価と信頼をいただき、その後も着実に増え続けています。
また、2022年3月には新ホテルブランドの第二弾「サンクチュアリコート琵琶湖」の会員権販売を開始いたしました。

※本施設北東隣「有明南H区画」における地上12階建相当の建物建築計画（2020年12月25付／東京都港湾局）
に伴い、
眺望等に変更が生じる可能性があります。

東京ベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート

MEMBERSHIP OPERATIONS ｜ 会員権事業

信頼を得た画期的なシステム

リゾートトラストグループ会員数の推移（人）
200,000

エクシブでは、ホテルの一室を14名のオーナー
が共有することで年間26日の完全利用日保証

180,000

を実現した「リゾート・タイムシェアリング・シ
ステム」やフロア全体を共有する「フロアシェ
ア・システム」、さらに利用予定のないリゾート

163,068
160,000

169,226

171,983

175,779

178,815

182,468

186,032

192,095

155,679

140,000

を他のオーナーと交換して利用する「エクス
チェンジ・システム」など、画期的なシステム
を導入。ベイコート倶楽部、サンクチュアリコ
ートでもそのシステムをベースに進化を続け
ています。お客様のニーズにお応えし、充実

120,000

100,000

80,000

2014/3

2015/3

2016/3

2017/3

2018/3

2019/3

2020/3

2021/3

2022/3

したリゾートライフをお届けしています。

一人ひとりがリゾートアドバイザー
としての自覚を持って行動
当社の営業一人ひとりが、余暇文化の創造
と提供を通じて社会に貢献する企業の一
員であることを自覚し、行動しています。そ
のためにはまず、自らがリゾートの達人とし
て余暇を楽しむこと。そしてお客様には良き
リゾートアドバイザーとして、豊かな人生の
ためにお手伝いすることを考え、ご入会後も

リゾートトラストグループ会員種別構成比
クルーザークラブ 0.2％

サンクチュアリコート
1.6％

ザ・カハラクラブ ハワイ 0.4％
メディカル
（グランド
ハイメディック倶楽部）
13.7％

ベイコート倶楽部
12.3％
ゴルフ
15.7％

サンメンバーズ
14.8％

エクシブ
41.3％

コミュニケーションを大切にしています。

CORPORATE BROCHURE

17 ｜18

皆様に安心してリゾートライフを
満喫いただくために
独創的でホスピタリティあふれる
ホテル運営を目指しています。
リゾートトラストグループが目指すのは、
洗練された品質を備えた最上級の空間と、
お客様に寄り添ったサービスを提供する
「エクセレントホスピタリティ
・グループ」です。
また会員制ホテルの強みでもある
「プライベート空間」
の提供に努めるとともに、
お客様に安心してホテルを利用いただけるよう、
感染防止対策の徹底に取り組んでまいります。

エクシブ箱根離宮

HOTEL RESTAURANT OPERATIONS ｜ ホテルレストラン事業

ハイグレードなファシリティが
リゾートライフを優雅に演出
選び抜かれた調度や家具が、優雅な非日常
空間を創り出しています。また、日本料理・中国

安 心してご 利 用 い た だくた め に 。

コロナウイルス感染予防 に取り組んでいます

料理・フランス料理・イタリア料理など、バリエー
ション豊かなレストランでは、リゾートならではの
食の世界を存分にご堪能になれます。さらに、
プール・テニス・ジムなどのスポーツ施設や
リゾートウエディングに欠かせないロマンティック
なチャペルも充実し、
スケールの大きなリゾート
ライフをお届けしています。

心からご満足いただくための
きめ細かなサービスを充実
お客様に心から満足していただくこと…それが
当グループのサービスの基本です。経験豊かな

新型コロナウイルス感染症予防策について

料理人が五感で味わう逸品の数々を提供し、

新型コロナウイルス
（COVID-19）
の感染拡大に際し、
弊社は、
WHO・厚生労働

記憶に残る食のひとときを演出。おいしさの

省ほか関係各所からの発表・指導などに基づき、
お客様やスタッフはもちろ

進化も目指してスタッフの教育にも力を注い

ん、
当社ホテル近隣にお住まいの方や取引先の方、
ホテルに関わる全ての皆

でいます。さらに有意義で楽しいリゾートライフ

様の
「健康」
と
「安全」
を最優先に考慮し、
また会員制ホテルとして
「お客様を

をお過ごしになるために、ホテル独自のプラン

お守りするプライベート空間」の提供に努めるとともに、
「安心」
「安全」
のための

や周辺のイベント、見どころなども積極的に発

感染防止対策および衛生管理の徹底に取り組んでまいります。

信しています。
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総合リゾート事業の一環として、
ハイクオリティなゴルフ事業を展開しています。
リゾートトラストグループはスポーツ事業を総合リゾート事業の一環として位置づけています。その一つがゴルフ事業。
会員制ホテル「エクシブ」に近接した「グランディゴルフクラブ」
４カ所、都市近郊に単体開発したゴルフ場９カ所、
あわせて１３カ所の会員制ゴルフクラブを運営しています。ジャック・ニクラウス、
ピート・ダイ、ロバート・トレント・ジョーンズJr．
など、
世界の名匠が設計した数々の名コースは、いずれも自然の地形を生かしたダイナミックな造り。
男子・女子プロトーナメントが行われる本格チャンピオンシップコースです。

グランディ浜名湖ゴルフクラブ

GOLF OPERATIONS｜ ゴルフ事業

セントクリークゴルフクラブ

メイプルポイントゴルフクラブ
●山梨県上野原市鶴島3600 ［18ホール
コース設計／ピート・ダイ

パー72（7,101ヤード）］

●愛知県豊田市月原町黒木１-１ ［27ホール
コース設計／ジャック・ニクラウス

パー108（10,492ヤード）］

関西ゴルフ倶楽部
●兵庫県三木市吉川町吉安877-１ ［18ホール パー72（7,091ヤード）］
コース設計／鈴木 正一

グランディ那須白河ゴルフクラブ

グランディ軽井沢ゴルフクラブ

グランディ浜名湖ゴルフクラブ

スプリングフィールドゴルフクラブ

パインズゴルフクラブ

●福島県西白河郡西郷村大字熊倉字雀子山３
27ホール パー108（10,476ヤード）
９ホール パー35 （3,143ヤード）
コース設計／ロバート・トレント・ジョーンズ・シニア

●長野県北佐久郡御代田町豊昇1454
［18ホール パー72（6,847ヤード）］
コース設計／大竹 敏郎

●静岡県浜松市西区村櫛町字志津ノ前4620
［18ホール パー72（7,055ヤード）］
コース設計／リー・シュミット

●岐阜県多治見市小名田町１
［18ホール パー72（6,890ヤード）］
コース設計／ロバート・トレント・ジョーンズJr.

●愛知県豊田市松名町太田478
［18ホール パー72（6,726ヤード）］
コースリニューアル設計／リー・シュミット

ザ・
トラディションゴルフクラブ

グレイスヒルズカントリー倶楽部

ザ・カントリークラブ

オークモントゴルフクラブ

グランディ鳴門ゴルフクラブ３６

●愛知県岡崎市岩中町１
［18ホール パー72（7,067ヤード）］
コース設計／ジャック・ニクラウス

●三重県四日市市桜町池之谷2230
［18ホール パー72（7,247ヤード）］
コース設計／総武都市開発株式会社

●滋賀県甲賀市信楽町牧1782-２
［18ホール パー72（6,939ヤード）］
コース設計／ロバート・トレント・ジョーンズJr.

●奈良県山辺郡山添村岩屋3316
［27ホール パー108（10,671ヤード）］
コース設計／ジャック・ニクラウス

●徳島県鳴門市北灘町折野字大川筋182
［36ホール パー144（14,122ヤード）］
コース設計／加藤 福一
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現在と未来の 健康で豊かな人生 をサポートする
会員制総合メディカル倶楽部「グランドハイメディック倶楽部」
。
健康で充実した人生を送るためには予防医療が重要という考えから、1994年に山中湖クリニックにて検診を開始。
さまざまな医療機関と提携し、メディカルサービスの構築に努めてまいりました。
東京大学医学部附属病院や京都大学医学部附属病院をはじめとした大学病院や
国内有数の医療機関で活躍する医師の賛同のもと、さまざまな研究と経験を重ねサービスを拡充。
現在では、会員数が26,000人（2022年3月末時点）
を超え、多くの皆様に支えられる倶楽部として成長を続けています。
リゾートトラストグループが展開する会員制総合メディカル倶楽部として、
ハイクオリティなサービスとホスピタリティで会員様の人生100年時代の健康長寿をサポートします。

MEDICAL CARE OPERATIONS ｜ メディカル事業

「複合検診」
のシステムと確かな
「読影体制」
でより高精度な検診を

PET/MRI

PET/MRI 撮影画像例
提供：シーメンスヘルスケア（株）

乳房用PET

「日常の健康管理」
から
「将来に向けた予防」
まで
スムーズな連携をサポートする倶楽部システム

PET/MRI、乳房用PET、PET/CT、3.0テスラMRIなどの

東京（東京ミッドタウンクリニック）
・名古屋（トラストクリニック）
・大阪（ハイメディック

高性能な画像検査機器を用いて、多角的かつ複合的な検診

クリニックWEST）
の３カ所に設置した
「医療相談室」
は、病気や薬、セカンドオピニオン

システムを確立。検査画像は、複数の医師によるダブルチ

から日常の健康管理まで、気兼ねなく相談できる医師がいる医療機関としてご利用に

ェック、トリプルチェックで読影し、病巣の早期発見を目指

なれます。また、会員様の医療情報を一元化し、よりテーラーメイドなケアができる仕組

します。さらに、病変の発見時には、25年以上の実績を基に

みを構築しています。さらに、独自の「ドクター会議」では、医師同士で最新の医療

築きあげた独自の医療ネットワークを生かしてご希望や症

情報を共有し、検診技術や検査内容について検討するなど、より良い医療をご

状に合わせた医師や医療機関へのご紹介をサポートし、早

提供できる体制を整え、健康で豊かな人生の実現をお手伝いしています。

期治療に貢献します。

グランドハイメディック倶楽部は全国に8コースを９拠点で展開しています。

医療情報一元化によるグランドハイメディック倶楽部の強いネットワーク

ハイメディック・
ミッドタウン
コース
ハイメディック・
東大病院
コース

ハイメディック山中湖コース

ハイメディック大阪コース

ハイメディック・東大病院コース

ハイメディック・ミッドタウンコース

検診実施機関：山中湖クリニック
●山梨県南都留郡山中湖村平野562-12
（エクシブ山中湖内）

検診実施機関：ハイメディッククリニックＷＥＳＴ
●大阪市中央区南船場３-３-17
（KOKO HOTEL 大阪心斎橋内）

検診実施機関：東京大学医学部附属病院
●東京都文京区本郷７-３-１
（東京大学医学部附属病院 中央診療棟2 9F）

検診実施機関：東京ミッドタウンクリニック
●東京都港区赤坂9-7-1ミッドタウン・タワー６F

ハイメディック
大阪
コース

ハイメディック
山中湖
コース

ハイメディック
東京ベイ
コース
ハイメディック
京大病院
コース

検 診

予防検診

ハイメディック
名古屋
コース

ホスピタリティ

グランド
ハイメディック
倶楽部
※

ハイメディック
東京日本橋
コース

健康生活サポート

エイジングケア

先端医療

東京
医療相談室

東京ミッドタウン
クリニック

ハイメディック東京ベイコース

ハイメディック京大病院コース

ハイメディック名古屋コース

ハイメディック東京日本橋コース

検診実施機関：ミッドタウンクリニック東京ベイ
●東京都江東区有明3-1-15
ホテルトラスティ東京ベイサイドB１F

検診実施機関：京都大学医学部附属病院
●京都市左京区聖護院川原町53
京都大学医学部附属病院 先制医療・
生活習慣病研究センター ハイメディック棟

検診実施機関：トラストクリニック
●名古屋市中区栄1-30-22

検診実施機関：日本橋室町三井タワー
ミッドタウンクリニック
●東京都中央区日本橋室町3-2-1
日本橋室町三井タワー7F

検診実施機関：ミッドタウンクリニック有明
●東京都江東区有明3-5-7
TOC有明イーストタワー5F

医療相談サービス

大阪
医療相談室

名古屋
医療相談室

ハイメディック
クリニック
WEST

トラスト
クリニック

※エイジングケア：年齢に合わせた医療によるサポート

［東

京］東京ミッドタウンクリニック

［大

阪］ハイメディッククリニックWEST

医療相談室 ［名古屋］トラストクリニック

◎検診および医療相談室は、提携先の医療機関が実施しております。
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一般診療から人間ドック、先端がん治療まで。
患者様、一人ひとりに応じた最適な治療を。
優れた医療機関と連携し、
新しい治療技術の開発にも取り組んでいます。

東京ミッドタウンクリニック

革新的でホスピタリティあふれる総合メディカルサービスを提供「M S・運営・エイジングケア事業」
「より健康に、
より美しく」生きるための「ベストソリューションの提供」を追及し、M S・運営（メディカルサービ
ス）
事業およびエイジングケア事業を二本柱に多岐にわたるサービスや商品を提供しています。M S・運営
（メディカルサービス）事業では、国際的な医療機能評価機関であるJC Iの認証（外来診療プログラム）
を取
得している東京ミッドタウンクリニックをはじめとし、運営支援医療機関を19施設展開しています。そのうちの
立川北口健診館

せんだい総合健診クリニック

11施設にあたる医療法人社団進興会のクリニックでは、幅広い健診コースをご用意し、地域の皆様の健
康作りに貢献しています。
エイジングケア事業では、美容クリニックのプロデュースや、医師監修のサプリメント・
化粧品などの開発・販売を行っています。
婦人科学発想で女性の揺らぎやすい体をサ
」や女性の健康のためのサ
ポートする正しいセルフケア※ブランド「est re®（エストール）
プリメント
「エクオール」
、知的健康に着目したサプリメント
「プラズマローゲン」
、先端皮
膚科学を追求したブランド「ミューノアージュ」からは、ハリ弾力スキンケアや女性用育

ミッドタウンクリニック名駅

セラヴィ新橋クリニック

毛剤などを提供しています。

※年齢に応じた栄養補給や化粧品によるケア

JCIの認証

東京ミッドタウンクリニック
●東京都港区赤坂９-７-１ ミッドタウン・タワー６F

MEDICAL CARE OPERATIONS ｜ メディカル事業

東京ミッドタウン皮膚科形成外科
Noage（ノアージュ）と共同開発した
エイジングケア化粧品
※

皮膚科医と共同開発。自宅でできる本格的なエイジングケア※
化粧品や育毛、ヘアケア製品をお届けしています。

日本橋室町三井タワー ミッドタウンクリニック

※年齢に応じたケア

ミューノアージュ
「ザ・クリーム」

東京ミッドタウン皮膚科形成外科Noage（ノアージュ）

ミューノアージュ Ｗアプローチヘアプログラム
（育毛剤）

がん先端医療・再生医療への取り組み

医師が監修 臨床研究にこだわったサプリメント

新しいがん治療の確立を目指し、国立がん研究センターと共同研究を進めてきた「BNCT（ホ

医師監修のもと、主成分を高濃度に含有し、素材にこだわったサプリメントやセルフ

ウ素中性子捕捉療法）
」
の臨床試験を2019年1 1月より開始するなど、医療・研究機関との連携を通

ケア商品。知的健康のための「プラズマローゲン」や、女性の健康のための「エクオール

じて、新技術の研究・開発に取り組んでいます。また、治療提供としては、完全オーダーメイドのがん

N＋ラクトビオン酸」
、そして女性のセルフケア※ブランド「エストール」など、約40種類

治療「ネオアンチゲン樹状細胞ワクチン療法」をはじめとしたがん免疫療法や、動脈硬化症の予

の商品を取り揃えています。

※年齢に応じた栄養補給や化粧品によるケア

防・治療のための再生医療「幹細胞治療」などをご提案しています。

BNCT治療室（国立がん研究センター）

●東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー6F

※商品パッケージは変更になる場合がございます。
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メディカル事業・ホテルレストラン事業のノウハウとネットワークを用いて、
心身のやすらぎと気品に満ちたシニアライフを提供しています。
多様な価値観やライフスタイルをお持ちのシニア層に、快適で安心できる生活を送っていただくために、
これまでに培ったノウハウやグループネットワークを生かし、
健康にも配慮した食事や専門的で質の高い医療サポート・介護サービス、
余暇サービスなどを充実させた介護付有料老人ホームとシニア向けレジデンスを展開しています。

トラストガーデン荻窪

SENIOR LIFE OPERATIONS｜ シニアライフ事業

都会の利便性と豊かな自然を併せ持ち、
やすらぎに満ちた介護付有料老人ホームと
シニア向けレジデンス

トラストガーデン杉並宮前

トラストガーデン荻窪

三大都市圏および九州エリアにおいて、介護・看護など専門スタッフによる質の高いケアサービスの「介護付有料老人ホーム」と、ホテルに滞在
しているような贅沢感と介護も対応できる「シニア向けレジデンス」を展開しています。いずれもリゾートトラストグループならではのサービス提供で、
やすらぎに満ちた 終の棲家 と呼ぶにふさわしい幅広いニーズにお応えできる高品質で洗練されたシニアライフをお届けします。

トラストガーデン南平台

トラストガーデン常磐松

トラストガーデン桜新町

●東京都渋谷区東4-4-10

●東京都世田谷区弦巻2-11-1

トラストガーデン東嶺町

フェリオ多摩川
●東京都大田区多摩川2-8-7

トラストガーデン本郷

●東京都大田区東嶺町11-2

トラストグレイス白壁

モーニングパーク主税町

●名古屋市東区白壁5-39

●名古屋市東区主税町4-26

トラストグレイス御影（一般棟）

トラストグレイス御影（介護棟）

フェリオ百道

フェリオ天神

レジアス百道

●神戸市灘区土山町16-1

●神戸市灘区土山町16-2

●福岡市早良区百道1-25-19

●福岡市中央区西中州11-25

●福岡市早良区百道1-25-10

●東京都杉並区清水2-4-3

●東京都渋谷区南平台町9-6

トラストガーデン等々力

フェリオ成城

●東京都世田谷区等々力7-22-12

●東京都世田谷区祖師谷4-32-7

トラストガーデン横浜ベイ馬車道
●横浜市中区元浜町2-13-1

●東京都杉並区宮前2-11-10

※本施設は1〜4階部分

トラストガーデン用賀の杜
●東京都世田谷区用賀1-3-1

クラシックガーデン文京根津

●東京都文京区向丘2-2-6

●東京都文京区根津2-14-18

トラストガーデン四条烏丸

アクティバ琵琶

トラストガーデン宝塚

●京都市下京区松原通新町東入中野之町173-1

●大津市雄琴6-17-17

●兵庫県宝塚市花屋敷つつじガ丘4-11

※本施設は1〜4階部分
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ビューティエンターテインメントとして
美とやすらぎ、感動をプロデュースしています。
当社はグループ全施設のトリートメントサロンを運営し、
オリジナル CRAFTSトリートメントでやさしいひとときを演出。
子会社の（株）
コンプレックス・ビズ・インターナショナルでは、
デザインや品質、そして機能と全てにおいて「上質」を目指したオリジナルヘアアクセサリー、
ファッション小物の企画・製造・販売で業界をリードするパイオニアとしても知られています。

ラグーナベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート

TOTAL BEAUTY OPERATIONS ｜ ビューティ事業

ラグジュアリーな空間で
多彩なトリートメントメニューを提案

※

自然と科学を融合したエイジングケア化粧品
「スイス・パーフェクション」

ヘアアクセサリーのパイオニアとして
常に新鮮な感動を

エクシブなど会員制ホテルのスパ＆トリートメントサロンでは

セルラーテクノロジーのパイオニアとして世界に名だたる

Live luxuries with elegance −エレガントをまといラグジュア

「美と健康」をテーマに、新しい商品とともにお客様を応援する

エイジングケア専門施設で、著名な研究者たちが長年の研究

リーに生きる− をテーマに単に髪をまとめることができるとい

トリートメントメニューをご提案しています。
どの施設においても

のすえ、世界に先駆けて開発した植物性スキンケアライン

うだけではなく、いかに「美しく」
「上品に」
「華やかに」魅せる

オリジナルの顧客管理システムに基づいたパーソナルサービス

「スイス・パーフェクション」
を当グループのトリートメントサロンに

かを追求した アクセサリー としてのヘアアクセサリーを提

で、お客様一人ひとりのニーズや体調に合わせたアプローチと、

導入し、
ビューティプログラムの提供および販売をしています。

案します。他にも海外のトレンドを取り入れたアイテムをセレク

セラピストの手から伝わるやさしい時間をお過ごしになれます。

※年齢に応じたケア

トし、いち早くご紹介しています。
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RESORTTRUST GROUP LIST｜ リゾートトラストグループ会社一覧

よ り 多 くの 方 々の 快 適ライフを 目 指 して ︑

多 方 面で 事 業 を 展 開 していま す ︒

リゾートトラストグループ会社一覧
ホテル事業
RESORTTRUST HAWAII, LLC
RTCC（株）
（株）ジェス
（株）コンプレックス・ビズ・インターナショナル
（株）サンホテルエージェント

リゾートトラスト株式会社含め計32社

メディカル事業
（株）ハイメディック
（株）東京ミッドタウンメディスン
（株）アドバンスト・メディカル・ケア
上海悠信管理諮詢有限公司
（株）iMedical
（株）セントメディカル・アソシエイツ
（株）進興メディカルサポート
（株）CICS
HIMEDIC HONGKONG LIMITED
京都プロメド
（株）
（株）ダイヤメディカルネット
（株）ウェルコンパス

ゴルフ事業
リゾートトラストゴルフ事業（株）
岡崎クラシック
（株）
多治見クラシック
（株）
（株）セントクリークゴルフクラブ
（株）
メイプルポイントゴルフクラブ
（株）オークモントゴルフクラブ
ジャパンクラシック
（株）
（株）
グレイスヒルズカントリー倶楽部
（株）パインズゴルフクラブ
（株）関西ゴルフ倶楽部

シニアライフ事業
（株）シニアライフカンパニー

その他の事業
アール・ティー開発（株）
ジャストファイナンス（株）
アール・エフ・エス（株）

SUSTAINABILITY｜ サステナビリティ

リ ゾー ト トラスト グルー プの

サステ ナビリティ︒

私たちリゾートトラストグループは、業界のリーディングカンパニーと
して「持続可能な社会（サステナビリティ）」の実現に向けて果た
すべき大きな責任があると考えており、その取り組みをESGの各
領域で推進しています。
E（環境）
、S（社会）
、G（ガバナンス）の３つの取り組みを通じ、社会
に貢献することが私たちのさらなる企業成長につながるものと信じ、
グループ一丸となってサステナブル経営、企業価値向上に努め
てまいります。

サステナビリティ実現に向けての取り組み

E
S
G

リゾート事業に携わる私たちの使命である

環境

「美しい自然環境の維持・保全」に注力した事業を展開しています。

当グループが事業を展開する各地域への社会貢献活動に加え、メディカル
事業では「早期発見・早期治療」
を目指し、
「健康寿命の延伸」や「医療の

社会

発展」
に取り組んでいます。また、社内でも、多様な人財が活躍できる職場
環境をつくる
「ダイバーシティ推進」や、スタッフがいきいきと働ける仕組み
をつくる「健康経営」にも積極的に取り組んでいます。

ガバナンス

業界を牽引する企業としてふさわしい体制と仕組みを敷き、
公正かつ透明な企業活動を継続しています。

持続可能な開発目標（SDGs）への貢献
SDGs（Sustainable Development Goals：持続可能な開発目標）とは、2015年9月に国連本
部において採択された、持続可能でより良い世界を目指す国際社会共通の目標です。
リゾートトラストグループは経営理念に基づき、お客様の人生に寄り添い、より良いサービス
を提供する事業活動を中心に、さまざまなステークホルダーの皆様との協働や企業活動を
通じて、社会課題の解決に貢献しています。そしてこれらの取り組みは、次の具体的な取り
組みなどを通じて、SDGsの達成につながるものだと考えています。
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リゾートトラスト メガソーラー那須白河

Environment

環境

レインフォレスト・アライアンス認証農園産コーヒー豆

リゾート事業を行う私たちにとって、環境はかけがえのない商品その
ものです。美しい自然の風景をいつまでも。温暖化や環境汚染の防
止、水資源を含む環境資源の持続的利用など、自然環境とともに生
きていくことを使命に、企業活動を行っています。

再生可能なクリーンエネルギー
グランディ那須白河ゴルフクラブの隣接地にある「リゾートトラスト メガソーラー那須白河」では、2014年3月
から発電を開始しました。敷地面積255,000㎡の中に太陽光パネルを8,320枚設置しています。中長期的な

天皇皇后両陛下（現上皇上皇后両陛下）が事務支援センターをご視察

Social

社会

震災孤児遺児支援

お客様への最高のサービスの提供や、取引先との良好な関係の構築を推
進し、多様な人財が活躍できる企業グループへ。
私たちは、事業活動に関わる全ての人や社会から信頼され、社会全体に
貢献できる企業グループであり続けることを目指しています。

障がい者雇用の促進
「平成26年度ダイバーシティ経営企業100選」に経済産業省によって選出。障がいの有無に関係なく互いに認
め、
支え合う風土など、
経営理念として追求する「エクセレントホスピタリティ」の実現への歩みが評価されました。

温室効果ガス排出削減に向け当社グループの国内37拠点に太陽光発電設備を順次設置し、建設中の「サン

当社では東京・横浜・名古屋・大阪に事務支援センターを設立し、社内のさまざまな依頼を受け、障がい者スタッフ

クチュアリコート琵琶湖」においては、
日中の消費電力のおよそ80％相当を自家発電で賄う見込みです。

の働き甲斐やサポート体制の充実を図っています。2013年には取り組みが評価され「厚生労働大臣賞」を受賞。
当時の天皇皇后両陛下（現上皇上皇后両陛下）が同センターをご視察になりました。

紙製ストローへの変更
プラスチックによる海洋汚染や、漂着ゴミによる海岸の景観悪化は、世界的に深刻な環境問題となっており、
リゾートトラストにおいても全てのホテルやレストランで使用している年間約100万本のプラスチック製ストロ
ーの使用を原則禁止し、紙製ストローに変更しました。

多様な人財の活躍推進
全スタッフがいきいきと活躍できる働きやすい仕組みや風土づくりのために、育児・介護の両立に係る制度の拡充、
ハンドブックや eラーニングによる周知、
両立支援ワークショップ開催によって多様な働き方を支援しています。
また、
営業職女性スタッフ向けの意識啓発研修や、管理職対象のマネジメント研修などを実施してキャリア形成

レインフォレスト・アライアンス認証農園産 コーヒー豆の使用
一部のホテルでお客様へ提供するコーヒーは、
レインフォレスト・アライアンス認証農園産のコーヒー豆を使用
しています。
このコーヒー豆は、国際非営利団体であるレインフォレスト・アライアンスが推進する基準に従い、
自然環境に配慮して適正な労働環境で作られているものです。お客様がコーヒーを召し上がることで、熱帯雨
林の自然保護や労働者の手助けにつながっています。

を支援しながら、
スタッフのダイバーシティへの理解と意識づけにも力を入れています。

震災孤児遺児支援
「東日本大震災で被災された震災孤児遺児の継続した応援」を行っており、震災孤児遺児への寄付や、ボラン
ティア・スタッフの派遣を続けるNPO法人愛知ボランティアセンターとともに支援活動に取り組んでいます。

SUSTAINABILITY｜ サステナビリティ

小学校での食育活動

災害復興支援活動（目録贈呈の様子）

食育

地域清掃活動

Governance

子どもたちの食への関心を高めたいと考えて始めたのが「食育活動」
です。シェフ自ら学校へ赴き調理実習を行
い、子どもたちへ「食」の大切さや、食べることの喜びを伝えながら、シェフたちも毎回多くのことを学んでいます。

災害復興支援活動

ガバナンス

ダイバーシティ経営企業100選表彰式

私たちは企業価値を高め、全てのステークホルダーおよび社会全
体から信頼される企業体制を構築し、経営の透明性・公平性を確保
するために、コーポレートガバナンスの充実および強化を経営の最
重要課題として位置づけています。

コーポレートガバナンス

大地震や異常気象などによる大きな自然災害時の復興支援活動を行っています。被災地への義援金の寄付や
支援物資の提供、2011年3月の東日本大震災では、グランドエクシブ那須白河が所在する
「西郷村
（震災による
避 難 者 受け入れ地域）
」の被災者の方々へのホテル大浴場の開放など、パートナーや関係者との連携を図り
ながら支援対応に努めています。
また、2016年4月の熊本地震や2018年7月の西日本豪雨においても、義援
金の寄付や当社施設への義援金BOXの設置を実施しました。

地 域 清掃活動
住む人・訪れる人が美しさや潤いを感じられるよう、各ホテルや事業所周辺の清掃活動を行っています。豊かな
自然を守り続けるため、地元の清掃活動にも率先して参加するなど、常日頃から自主的に環境保全活動を実施し
ています。

2015年6月に監査等委員会設置会社に移行して以来、株主総会の一層の活性化、取締役会の意思決定の
迅速化及び監査等委員会による監督機能のより一層の強化、並びに組織的監査体制の適切な構築・運用に
よる監査機能の強化などに取り組んできました。
取締役会は、透明・公正かつ迅速・果断な意思決定を行うことにより持続的企業価値向上を図るため、適時・
適切なガバナンス体制の構築・運用に努めています。

コンプライアンス推進体制の実施
コーポレートガバナンスの充実を経営上の重要な課題と位置づけ、不正・ハラスメント防止対策、
内部通報保護制度など、さまざまな施策を講じてコンプライアンスの体制整備・拡充を図ってい
ます。定期的に、全スタッフに対し、コンプライアンスに関するｅラーニングを実施。基本知識の定
着や意識の向上を図り、継続的にコンプライアンスの推進に取り組んでいます。

ダイバーシティの推 進
性別・年齢・国籍・障がいの有無に関係なく、
全スタッフがやりがいを
感じ、互いに成長し合える職場を目指すため、2013年度に女性活躍推進
プロジェクトを発足し、
2015年度からは専門部署を設置して体制を強化し、
ダイバーシティ推進に継続して取り組んでいます。

CORPORATE BROCHURE
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女子プロゴルフトーナメント
「リゾートトラストレディス」
リゾートトラストでは、1993年から日本女子プロゴルフ協会（ＪLPGA）公認ゴルフトーナメント
「リゾートトラストレディス」
を開催しています。
毎年、当社の運営するゴルフクラブで行われ、世界の名匠が手掛けた
本格チャンピオンシップコースでのトッププロたちの熱き戦いが、観る人を魅了し、夢と感動をお届けしています。

メイプルポイントゴルフクラブ
（1994・1995・1996・1998・2015・2022年開催）

RESORTTRUST LADIES｜リゾートトラスト レディス

セントクリークゴルフクラブ
（1997・1999・2021年開催）

グランディ浜名湖ゴルフクラブ（2004・2019年開催）

関西ゴルフ倶楽部（2013・2014・2018年開催）

オークモントゴルフクラブ
（2017年開催）

グランディ鳴門ゴルフクラブ36（2001・2002・2016年開催）

グランディ軽井沢ゴルフクラブ
（2010・2011・2012年開催）

CORPORATE BROCHURE
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CORPORATE HISTORY ｜ 沿 革

1973

4月

1974

12月

昭和48年

名 古 屋 市中区に都 市 型ホテルスタイルの分 譲マンションおよび
高級テナントビル「ヴィア白川」
を開業
岐阜県郡上郡（現：郡上市）
に会員制リゾートホテル第一号
「サンメンバーズひるがの」
を開業
鹿児島市に「サンメンバーズ鹿児島」
を開業
京都市右京区に「サンメンバーズ京都嵯峨」
を開業

昭和55年

8月
12月

1981

1月

1982

12月

1983

1月

静岡県熱海市に
「リゾーピア熱海」
を開業

7月
8月

京都府熊野郡（現：京丹後市）
に「リゾーピア久美浜」
を開業
大分県別府市に「リゾーピア別府」
を開業

昭和56年
昭和57年
昭和58年

1984

昭和59年

宅地建物取引業者大臣免許（建設大臣第2901号）認可
東京都新宿区に東京本社を開設し、二本社制とする

（株）
に商号変更
4月 リゾートトラスト
サンホテルエージェントを設立
10月 子会社（株）

1987

昭和62年

4月
7月
11月

1988

3月

静岡県伊東市に
「エクシブ伊豆」
を開業

1989

1月
3月
4月

大阪市北区に「ローズルーム大阪」
を開業
子会社 アール・ティー開発
（株）
を設立
一般旅行業（観光庁長官登録第887号）認可
和歌山県西牟婁郡に「エクシブ白浜」
を開業

1990

7月

長野県北佐久郡に「エクシブ軽井沢」
を開業

1991

4月

三重県鳥羽市に
「エクシブ鳥羽アネックス」
を開業

昭和63年

平成元年

平成2年

平成3年

1992
平成4年

1993
平成5年

1994
平成6年

1997
平成9年

2000
平成12年

を開業
3月 長野県茅野市に「エクシブ蓼科」
を子会社化
12月 リゾートトラストゴルフ事業（株）
子会社 アール・エフ・エス
（株）
を設立
静岡県熱海市に「グランドエクシブ初島クラブ マリン＆タラソリゾート」
を開業
（現：郡上市）
に
「サンメンバーズひるがの」
を新生オープン
7月 岐阜県郡上郡
11月 東京証券取引所および名古屋証券取引所市場第一部に上場
4月
6月

2001

3月

2003

3月

平成13年

平成15年

1986

昭和61年

1999

平成11年

昭和49年

1980

名古屋市中区に宝塚エンタープライズ
（株）
を設立

三重県鳥羽市に
「エクシブ鳥羽」
を開業
名古屋市中区に「ローズルーム名古屋」
を開業
子会社 ジャストファイナンス
（株）
を設立

8月

2004

3月
11月

2005

4月

平成16年

平成17年

2006
平成18年

2007

徳島県鳴門市に
「グランドエクシブ鳴門 ゴルフ＆スパリゾート」
を開業
（株）
コンプレックス・ビズ・インターナショナルを子会社化

「日本橋室町三井タワー ミッドタウンクリニック」
を開業
5月 東京都中央区に
6月 「ハイメディック東京日本橋コース」提供開始
「ザ・
9月 横浜市西区に「横浜ベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート」
カハラ・ホテル＆リゾート 横浜」
を開業

山梨県南都留郡に
「エクシブ山中湖 サンクチュアリ
・ヴィラ」
を開業
鹿児島市に
「ホテルサンフレックス鹿児島」
をリブランドオープン

2021

7月

神奈川県足柄下郡に
「エクシブ箱根離宮」
を開業
大阪市中央区に
「ロビーカフェファシーノ」
を出店

2022

ディー・エヌ
・エーとの合弁会社（株）
ウェルコンパスを設立
3月 （株）
4月 滋賀県高島市に「サンクチュアリコート琵琶湖 ベネチアンモダンリゾ
ート」
を着工

2009

3月
10月

2010

3月

7月

山梨県南郡留郡に
「エクシブ山中湖」
を開業
和歌山県西牟婁郡に
「エクシブ白浜アネックス」
を開業

平成23年

2011

3月

神戸市北区に「エクシブ有馬離宮」
を開業

2012

3月

大阪市阿倍野区に
「ホテルトラスティ大阪 阿倍野」
を開業
長野県北佐久郡に「エクシブ軽井沢 パセオ」
と
「エクシブ軽井 沢
サンクチュアリ
・ヴィラ ムセオ」
を開業

2013
平成25年

を開業
3月 三重県鳥羽市に「エクシブ鳥羽別邸」
を開業
4月 東京都渋谷区に「トラストガーデン常磐松」
6月 「ハイメディック京大病院コース」提供開始
名古屋市中区に「ホテルトラスティ名古屋 白川」
をリブランドオープン
7月 「ハイメディック名古屋コース」提供開始

2020

平成29年

平成30年

令和元年

アドバンスト・メディカル・ケアを子会社化
7月 （株）
を開業
11月 京都市左京区に「エクシブ京都 八瀬離宮」
「ハイメディック・東大病院コース」提供開始

名古屋市中区に本社ビルを新設
兵庫県洲本市に「エクシブ淡路島」
を開業
子会社（株）ハイメディックを設立

（現：米原市）
に
「エクシブ琵琶湖」
を開業
3月 滋賀県坂田郡
9月 日本証券業協会に株式店頭公開

平成28年

3月

東京都江東区に
「東京ベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート」
を開業
東京都江東区に
「ホテルトラスティ東京ベイサイド」
を開業
長野県北佐久郡に
「グランディ軽井沢ゴルフクラブ」
を開業

平成24年

2016

2019

福島県西白河郡に「グランドエクシブ那須白河 ゴルフ スキー＆スパ
リゾート」
を開業
「エクシブ鳴門 サンクチュアリ
・ヴィラドゥーエ」
を開業
7月 徳島県鳴門市に
8月 「ハイメディック大阪コース」提供開始
9月 子会社（株）東京ミッドタウンメディスンを設立

5月
7月
9月

ジェスを設立
4月 子会社（株）
を開業
10月 「ハイメディック山中湖倶楽部」

12月 「ハイメディック東京ベイコース」提供開始

平成27年

2月
3月
4月
7月

3月
4月

平成22年

2015

2018

静岡県浜松市に
「グランドエクシブ浜名湖 ゴルフ＆スパリゾート」
を開業
長野県北佐久郡に「エクシブ軽井沢 サンクチュアリ
・ヴィラ」
を開業

2008

平成21年

4月
10月

3月
4月
10月

東京都港区に
「東京ミッドタウンクリニック」
を開業

平成20年

東京都世田谷区に「トラストガーデン等々力」
を開業
ハワイ州ホノルル市「ザ・カハラ・ホテル＆リゾート」
を取得

平成26年

2017

徳島県鳴門市に「エクシブ鳴門 サンクチュアリ
・ヴィラ」
を開業
福島県西白河郡に「グランディ那須白河ゴルフクラブ」
を開業
東京都渋谷区に東京本社を移転

3月

平成19年

2014

6月 子会社（株）iMedicalを設立
10月 「ハイメディック・ミッドタウンコース」提供開始

令和2年

令和3年

令和4年

神奈川県足柄下郡に「エクシブ湯河原離宮」
を開業
大津市の介護付有料老人ホーム
「アクティバ琵琶」
を事業継承
名古屋市中村区に「ミッドタウンクリニック名駅」
を開業
兵庫県芦屋市に
「芦屋ベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート」
を開業
京都市下京区に「トラストガーデン四条烏丸」
を開業
神戸市灘区に「エクシブ六甲 サンクチュアリ
・ヴィラ」
を開業
横浜市中区の介護付有料老人ホーム「らいふアシスト馬車道（現：
トラストガーデン横浜ベイ馬車道）」を事業継承

名古屋市東区に「トラストグレイス白壁」
を開業
愛知県蒲郡市に「ラグーナベイコート倶楽部 ホテル＆スパリゾート」
を
開業
「トラストガーデン荻窪」開業
8月 東京都杉並区に介護付有料老人ホーム
9月 東京都世田谷区と大田区の介護付有料老人ホーム「フェリオ成城」
「フェリオ多摩川」、福岡市早良区と中央区の「フェリオ百道」
「フェリ
オ天神」、福岡市早良区の住宅型有料老人ホーム
「レジアス百道」
を
事業継承

岐阜県高山市に「サンクチュアリコート高山 アートギャラリーリゾート」
を着工

CORPORATE DATA ｜ 会社概要

役員一覧

組織図

伊藤 與朗

グループCEO（グループ最高経営責任者）

代表取締役会長

伊藤 勝康

CEO（最高経営責任者）

代表取締役社長

伏見 有貴

COO（最高執行責任者）

専 務 取 締 役

井内 克之

業務部門 管掌 兼 CCO（コンプライアンス総責任者）

専 務 取 締 役

新谷 敦之

会員制本部 本部長

専 務 取 締 役

内山 敏彦

料理飲料部門 管掌

常 務 取 締 役

髙木 直

会員制本部 副本部長 兼 大阪支社 支社長

常 務 取 締 役

花田 慎一郎 開発部門 管掌

常 務 取 締 役

古川 哲也

メディカル本部 本部長

取

締

役

荻野 重利

ホテル＆ゴルフ本部 本部長

取

締

役

伊藤 豪

メディカル本部 副本部長 メディカル運営事業担当 兼
メディカル本部西日本運営事業部 事業部長

リスク管理部

名

リゾートトラスト株式会社

創

業

1973年４月

本

金

195億90百万円

売

上

高

1,577億82百万円
（連結）（2022年3月期）

決

算

期

３月
（年１回）

相羽 洋一

社 外 取 締 役
監 査 等 委 員

赤堀 聰

資

社 外 取 締 役
監 査 等 委 員

中谷 敏久

社 外 取 締 役
監 査 等 委 員

三宅 勝

執

行

役

員

川口 眞弘

従 業 員 数

行

役

員

岩波 嘉之

会員制本部 東京支社 支社長

執

行

役

員

古瀬 大士

会員制本部 名古屋支社 支社長

執

行
行

役
役

員
員

〒１５１-００５３
東京都渋谷区代々木四丁目３６番１９号
リゾートトラスト東京ビル
（大代）
TEL.
（０３）
６７３１-０００１

東京支社

〒１５１-００５３
東京都渋谷区代々木四丁目３６番１９号
リゾートトラスト東京ビル
（大代）
TEL.
（０３）
６７３１-０００１

横浜支社

〒２２２-００３３
横浜市港北区新横浜三丁目１９番１号
Ｌ
ＩＶＭＯライジングビル
（代）
TEL.
（０４５）
４７７-５２５１

名古屋支社 〒４６０-８４９０
名古屋市中区東桜二丁目１８番３１号
（代）
TEL.
（０５２）
９３３-６０６０
大阪支社

売上高の推移（連結）

（百万円）
180,000

7,903名（連結・正社員） （2022年3月末）

小林 典道

ホテル&ゴルフ本部 西日本事業部 事業部長

小西 宏樹

メディカル本部 営業統轄担当
（メディカル／シニア）
兼 ハイメディック営業事業部 事業部長

執

行

役

員

佐々木 征磁

業務部門 人事部 部長
兼 人事企画部・会員業務部・購買部担当

執

行

役

員

太田 泰紀

業務部門 経営企画部 部長
兼 財務部・経理部・法務部・会員サポート部担当

業 者 登 録

◎宅地建物取引業
国土交通大臣（11）第2901号
◎観光庁長官登録旅行業第887号

加 盟 団 体

一般社団法人日本リゾートクラブ協会
一般社団法人日本旅行業協会
公益社団法人全日本不動産協会

19,000

160,000

18,000

150,000

17,000

140,000

16,000
15,000

130,000

14,000

120,000

13,000

110,000

12,000
11,000

90,000

10,000

80,000

9,000

70,000

8,000

60,000

7,000

50,000

6,000
5,000

40,000

4,000

30,000

3,000

20,000

2,000

10,000
0

経常利益の推移（連結）

20,000

170,000

（2022年3月末）

〒５３０-００４７
大阪市北区西天満四丁目１4番3号
リゾートトラスト御堂筋ビル
（代）
TEL.
（０６）
６３１５-８６８６

（百万円）
21,000

100,000

会員制本部 横浜支社 支社長

執

執

料理飲料部門

社

社 外 取 締 役
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