［特別企画］＜最新リニューアル動向――㈱ユニックス＞
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ただし、注意しなければならないの

［問合せ］

㈱ユニックス
〒 550-0015
大阪市西区南堀江 1-16-11 RE008-8F8E
TEL.06-6535-8001
FAX.06-6535-8002
http://www.55unix.com

既存ホテルを購入し全面リニューアル
「FAIRY LUXURY HOTEL」
㈱はやしま 代表取締役

山本鑑栄

ユニックス・近藤社長には、周辺のマーケティングや収支計画、どの程度
の購入額・改装費用が適切かも含めて、相談しながら取り組みました。デ
ザインについては一任。設備はすべて入れ替えることを要望しました。現在、
設備での差別化は難しいといえますが、多くのホテルが設備面でも老朽化
しているだけに、特に浴室等の水まわりと弱電関係の最新の設備は、集客
力に有効だといえます。
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［特別企画］

＜最新リニューアル動向――㈱ユニックス＞

HOTEL THE LEO 本庄店

FAIRY LUXURY HOTEL

プラザアンジェロの関東・第２号店
シックで大人の空間を構築

老朽化した４号営業ホテルを取得し
現代的ラグジュアリーホテルに再生

［コンセプト］

近畿圏を中心に多店舗展開するプラザア

客室内は多彩なバリエーションでラグジ

ンジェログループの関東・第２号店。リ
ゾートのテイストを取り入れながら、大

ュアリー感のある内装を施す一方、弱電
機器や浴槽・洗面の水まわりは、最新の

人の感性に訴えるシックな空間からゴー

設備に一新。４号営業だが視認性のよい

ジャスな空間まで多彩な客室で構成。
設計・監理：㈲上埜勉建築デザイン事務所

立地を活かし外装はシンプルで高品質な
イメージに変更。

／㈱ユニックス
［概 要］
リニューアルオープン：2012年6月11日
所在地：埼玉県本庄市児玉町下浅見1059-3
経営企業名：プラザアンジェログループ
形態：ビル型
規模：地上４階建
客室数：21室
……………………………………………………
建築工事：三信工務店
照明器具：アイ・シー
強電設備：恒栄電設
給湯・空調設備工事：明保設備
浴槽：タケシタ
ファブリック：かじ新
家具：三信工務店
コンピュータシステム：アルメックス
サイン／看板：アートプランニング
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［コンセプト］

設計・監理：㈱ユニックス
［概 要］
リニューアルオープン：2012年7月20日
所在地：岡山県都窪郡早島町2550-5
経営企業名：㈱はやしま
形態：ビル型
規模：地上４階建
客室数：25室
……………………………………………………
建築工事：三信工務店
照明器具：アイ・シー
給湯・空調設備工事：中田工業
浴槽：タケシタ
ファブリック：かじ新
ソファ・家具：ロスコ
寝具：リフレックスラボ
コンピュータシステム：アルメックス
用品備品：東京マツシマ
サイン／看板：四国アドサービス
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［特別企画］

＜最新リニューアル動向――㈱ユニックス＞

HOTEL THE LEO 行田店

JAGUAR HOTEL 有馬

プラザアンジェロの関東・第１号店
白を基調とした外観でイメージ一新

カップルからファミリーまで
幅広い客層を視野に入れたデザイン

［コンセプト］

［コンセプト］

近畿圏を中心に多店舗展開するプラザア

プラザアンジェログループが展開する新

ン ジ ェ ロ グ ル ー プ の 関 東・ 第 １ 号 店。
「LEO」は４号営業店舗のシリーズ。コ

法 ホ テ ル の「JAGUAR HOTEL」 シ リ
ーズ第５号店。スタイリッシュな方向の

ストを抑えながらも、快適性とインパク
トの強さを両立させた客室空間を創出。

デザインながら、カップルに加えビジネ
スやファミリーの利用も視野に入れた施

設計・監理：㈱ユニックス

設づくりを施す。
設計・監理：㈱ユニックス

［概 要］
リニューアルオープン：2012年6月20日
所在地：埼玉県行田市持田2503-9
経営企業名：プラザアンジェログループ
形態：ビル型
規模：地上３階建
客室数：本館20室／別館9室
……………………………………………………
建築工事：三信工務店
照明器具：アイ・シー
強電設備：恒栄電設
給湯・空調設備工事：明保設備
浴槽：タケシタ
塗装工事：泉美装
ファブリック：かじ新
家具：三信工務店
コンピュータシステム：アルメックス
サイン／看板：アートプランニング
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［概 要］
リニューアルオープン：2012年7月5日
所在地：神戸市北区有野町有野841-1
経営企業名：プラザアンジェログループ
形態：ビル型
規模：地上４階建
客室数：29室
……………………………………………………
建築工事：森信
照明器具：アイ・シー
給湯・空調設備工事：市原工業所
浴槽：タケシタ
LED照明演出：スリーピース
塗装工事：森東塗工店
ファブリック：かじ新
ソファ・家具：ロスコ
寝具：アタック
コンピュータシステム：アルメックス
用品備品：サンエース
サイン／看板：ケイブラッド
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