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東京都千代田区内幸町一丁目1番1号

い ち ご ホ テ ル リ ー ト 投 資 法 人

代表者名 執 行 役 員 宮下 修

（コード番号 3463）www.ichigo-hotel.co.jp

資産運用会社名

い ち ご 投 資 顧 問 株 式 会 社

代表者名 代表執行役社長 織井 渉

問合せ先 執行役管理本部長 田實 裕人

（電話番号 03-3502-4892）

ホテル運営状況のお知らせ（2018年12月度）

いちごホテルリート投資法人（以下、「本投資法人」という。）の2018年12月度におけるホテルの

運営状況につき、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 本投資法人が保有する19ホテルの売上高、RevPAR、客室稼働率およびADR

(1) 19ホテル合計

2018年12月

(A)

前年同月

(B)

差額

(A) - (B)
増減率

2018年8月～2018年12月

期中通算 前年比 増減率

売上高 （百万円） 741.4 735.7 +5.7 +0.8% 3,998.5 +1.8 +0.0%

RevPAR （円） 6,863 6,741 +121 +1.8% 7,704 +56 +0.7%

客室稼働率（%） 87.5 86.7 +0.9 +1.0% 90.3 -0.1 -0.1%

ADR （円） 7,840 7,777 +62 +0.8% 8,531 +67 +0.8%

(2) 変動賃料導入の12ホテル合計

2018年12月

(A)

前年同月

(B)

差額

(A) - (B)
増減率

2018年8月～2018年12月

期中通算 前年比 増減率

売上高 （百万円） 531.4 522.6 +8.8 +1.7% 2,775.8 -29.4 -1.0%

RevPAR （円） 7,765 7,603 +163 +2.1% 8,504 -116 -1.3%

客室稼働率（%） 91.1 90.1 +1.0 +1.1% 92.1 -1.1 -1.2%

ADR （円） 8,523 8,438 +85 +1.0% 9,235 -13 -0.1%

(3) 固定賃料の7ホテル合計

2018年12月

(A)

前年同月

(B)

差額

(A) - (B)
増減率

2018年8月～2018年12月

期中通算 前年比 増減率

売上高 （百万円） 209.9 213.1 -3.1 -1.5% 1,222.7 +31.2 +2.6%

RevPAR （円） 5,472 5,420 +52 +1.0% 6,473 +315 +5.1%

客室稼働率（%） 82.0 81.4 +0.6 +0.7% 87.6 +1.6 +1.8%

ADR （円） 6,671 6,657 +14 +0.2% 7,393 +231 +3.2%
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2. 本投資法人が保有する変動賃料導入ホテルの売上高、RevPAR、客室稼働率およびADR

ホテル/項目
2018年12月

(A)

前年同月

(B)

差額

(A) - (B)
増減率

2018年 8月～2018年12月

期中通算 前年比 増減率

ネストホテル

札幌駅前

売上高 （百万円） 56.5 45.5 +11.0 +24.1% 300.0 +42.5 +16.5%

RevPAR （円） 8,639 6,663 +1,976 +29.7% 10,148 +1,485 +17.1%

客室稼働率（%） 97.6 95.8 +1.8 +1.9% 95.7 -0.9 -0.9%

ADR （円） 8,848 6,954 +1,895 +27.3% 10,602 +1,631 +18.2%

ネストホテル

札幌大通

売上高 （百万円） 45.3 35.9 +9.4 +26.2% 234.6 +16.0 +7.3%

RevPAR （円） 10,998 8,484 +2,514 +29.6% 11,594 +896 +8.4%

客室稼働率（%） 97.3 95.6 +1.7 +1.8% 94.0 -2.4 -2.5%

ADR （円） 11,302 8,872 +2,430 +27.4% 12,337 +1,236 +11.1%

スマイルホテル

東京阿佐ヶ谷

売上高 （百万円） 34.4 29.9 +4.5 +15.0% 164.8 +18.8 +12.9%

RevPAR （円） 9,685 8,366 +1,319 +15.8% 9,376 +1,129 +13.7%

客室稼働率（%） 98.3 88.2 +10.1 +11.5% 98.6 +7.7 +8.4%

ADR （円） 9,852 9,486 +366 +3.9% 9,506 +442 +4.9%

ホテルウィング

インターナショナル

名古屋

売上高 （百万円） 43.2 42.6 +0.7 +1.5% 218.3 -15.6 -6.7%

RevPAR （円） 5,585 5,543 +42 +0.8% 5,701 -485 -7.8%

客室稼働率（%） 92.7 87.2 +5.5 +6.3% 89.9 -2.4 -2.6%

ADR （円） 6,022 6,354 -331 -5.2% 6,344 -362 -5.4%

スマイルホテル

京都四条

売上高 （百万円） 32.6 39.3 -6.7 -16.9% 212.5 -21.3 -9.1%

RevPAR （円） 6,866 8,601 -1,735 -20.2% 9,040 -1,335 -12.9%

客室稼働率（%） 92.3 99.4 -7.1 -7.1% 98.4 -1.4 -1.4%

ADR （円） 7,436 8,651 -1,215 -14.0% 9,183 -1,213 -11.7%

ホテルビスタ

プレミオ京都

売上高 （百万円） 24.7 29.2 -4.4 -15.2% 166.4 -16.4 -9.0%

RevPAR （円） 8,690 10,592 -1,902 -18.0% 11,789 -1,463 -11.0%

客室稼働率（%） 83.6 79.6 +4.0 +5.0% 90.8 +1.1 +1.2%

ADR （円） 10,389 13,299 -2,910 -21.9% 12,986 -1,788 -12.1%

チサンイン

大阪ほんまち

売上高 （百万円） 26.1 31.1 -5.0 -16.0% 128.8 -25.3 -16.4%

RevPAR （円） 6,483 7,719 -1,236 -16.0% 6,477 -1,270 -16.4%

客室稼働率（%） 86.0 88.7 -2.7 -3.0% 84.4 -6.6 -7.3%

ADR （円） 7,536 8,699 -1,163 -13.4% 7,674 -837 -9.8%

ネストホテル

大阪心斎橋

売上高 （百万円） 86.4 90.7 -4.3 -4.8% 410.7 -34.0 -7.6%

RevPAR （円） 8,685 9,020 -335 -3.7% 8,324 -593 -6.7%

客室稼働率（%） 92.1 96.5 -4.4 -4.6% 90.2 -7.5 -7.7%

ADR （円） 9,434 9,346 +87 +0.9% 9,228 +99 +1.1%

ネストホテル

松山

売上高 （百万円） 47.7 52.2 -4.5 -8.6% 234.4 -38.1 -14.0%

RevPAR （円） 5,005 5,120 -115 -2.2% 5,758 -912 -13.7%

客室稼働率（%） 85.2 89.3 -4.1 -4.5% 91.1 -1.5 -1.7%

ADR （円） 5,872 5,734 +138 +2.4% 6,319 -879 -12.2%

コートホテル倉敷

売上高 （百万円） 24.4 19.7 +4.7 +23.9% 163.3 +25.1 +18.2%

RevPAR （円） 6,321 5,188 +1,134 +21.9% 8,713 +1,474 +20.4%

客室稼働率（%） 97.9 69.5 +28.4 +40.9% 97.6 +17.0 +21.1%

ADR （円） 6,455 7,463 -1,008 -13.5% 8,923 -54 -0.6%
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ホテル/項目
2018年12月

(A)

前年同月

(B)

差額

(A)-(B)
増減率

2018年 8月～2018年12月

期中通算 前年比 増減率

ヴァリエホテル

天神

売上高 （百万円） 25.5 23.6 +2.0 +8.3% 122.9 +6.2 +5.3%

RevPAR （円） 10,045 9,156 +890 +9.7% 9,774 +613 +6.7%

客室稼働率（%） 96.1 92.2 +3.9 +4.2% 95.1 +3.2 +3.5%

ADR （円） 10,452 9,929 +523 +5.3% 10,275 +306 +3.1%

ネストホテル那覇

売上高 （百万円） 84.5 83.0 +1.5 +1.8% 419.1 +12.7 +3.1%

RevPAR （円） 8,678 8,524 +154 +1.8% 9,781 +250 +2.6%

客室稼働率（%） 80.4 86.1 -5.7 -6.6% 87.4 -2.5 -2.8%

ADR （円） 10,800 9,904 +896 +9.0% 11,190 +592 +5.6%

3. 本投資法人が保有する固定賃料ホテルの売上高、RevPAR、客室稼働率およびADR

ホテル/項目
2018年12月

(A)

前年同月

(B)

差額

(A)-(B)
増減率

2018年 8月～2018年12月

期中通算 前年比 増減率

コンフォートホテル

釧路

売上高 （百万円） 10.9 12.3 -1.5 -11.8% 89.8 -5.6 -5.9%

RevPAR （円） 2,584 2,929 -345 -11.8% 4,425 -258 -5.5%

客室稼働率（%） 61.5 69.7 -8.3 -11.9% 74.9 -6.2 -7.7%

ADR （円） 4,203 4,200 +3 +0.1% 5,911 +136 +2.4%

コンフォートホテル

浜松

売上高 （百万円） 25.3 26.0 -0.8 -3.0% 151.3 +5.9 +4.0%

RevPAR （円） 4,158 4,287 -129 -3.0% 5,046 +195 +4.0%

客室稼働率（%） 75.8 77.1 -1.3 -1.7% 84.5 +3.1 +3.8%

ADR （円） 5,489 5,561 -72 -1.3% 5,975 +14 +0.2%

コンフォートホテル

中部国際空港

売上高 （百万円） 88.2 89.7 -1.5 -1.6% 457.0 -11.4 -2.4%

RevPAR （円） 7,869 7,530 +339 +4.5% 8,237 +289 +3.6%

客室稼働率（%） 89.3 83.6 +5.7 +6.8% 91.7 +4.1 +4.7%

ADR （円） 8,811 9,007 -195 -2.2% 8,983 -95 -1.0%

コンフォートホテル

鈴鹿

売上高 （百万円） 13.4 13.5 -0.2 -1.2% 89.7 +8.3 +10.2%

RevPAR （円） 4,048 4,092 -44 -1.1% 5,519 +518 +10.4%

客室稼働率（%） 74.6 73.4 +1.2 +1.6% 81.8 +2.2 +2.7%

ADR （円） 5,424 5,573 -149 -2.7% 6,748 +469 +7.5%

コンフォートホテル

岡山

売上高 （百万円） 33.5 33.1 +0.4 +1.3% 195.1 +2.1 +1.1%

RevPAR （円） 4,960 4,918 +42 +0.9% 5,890 +44 +0.8%

客室稼働率（%） 88.5 88.5 +0.0 +0.1% 90.1 +0.2 +0.2%

ADR （円） 5,604 5,560 +45 +0.8% 6,534 +37 +0.6%

アーバイン広島

エグゼクティブ

売上高 （百万円） 29.8 29.7 +0.2 +0.5% 192.7 +27.3 +16.5%

RevPAR （円） 5,631 5,601 +29 +0.5% 7,367 +1,045 +16.5%

客室稼働率（%） 88.0 85.5 +2.5 +3.0% 93.7 +3.6 +4.0%

ADR （円） 6,395 6,550 -155 -2.4% 7,863 +847 +12.1%
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※1 上述の数値は賃借人から取得した情報を原則としてそのまま記載しておりますが、一部は賃借

人から取得した情報に基づき、いちご投資顧問株式会社にて集計しております。各月の数値に

ついては監査等の手続きを経ているものではなく、個々の数値の正確性について保証できるも

のではありません。また、上述の各数値は、今後提出する有価証券報告書等の資料に記載の数

値と一致しない場合があります。

※2 「売上高」とは、賃借人が旅行宿泊施設運営事業およびその付帯事業により得た収入のことを

いい、単位未満を四捨五入して記載しております。ホテルビスタプレミオ京都、チサンイン大

阪ほんまちおよびスマイルホテル東京阿佐ヶ谷における店舗に係る賃料は含まれておりませ

ん。

※3 「RevPAR」とは、1日当たり販売可能客室数当たり宿泊売上高合計（Revenue Per Available Room）

をいい、一定期間の宿泊売上高合計（料飲売上、その他売上およびサービス料等を除きます。）

を同期間の販売可能客室数合計で除した値を記載しております。

※4 「客室稼働率」は、以下の計算式により求められる数値を記載しております。

客室稼働率 ＝ 対象期間中に稼働した延べ客室数 ÷（対象期間中の全客室数 × 対象期間の営業日数）

なお、予定していた滞在期間の宿泊料を支払っているにもかかわらず滞在期限前にチェックアウ

トした客室に別の当日客を宿泊させる場合や、時間利用の場合に、上述「対象期間中に稼働した

延べ客室数」に加算することがあり得るため、客室稼働率は100%を超える場合があります。

※5 「ADR」とは、平均客室販売単価（Average Daily Rate）をいい、一定期間の宿泊売上高合計

（料飲売上、その他売上およびサービス料等を除きます。）を同期間の販売客室数（稼働した

延べ客室数）合計で除した値の単位未満を四捨五入して記載しております。

※6 ホテルリブマックス日本橋箱崎の個別の運営実績は、賃借人から開示についての同意が得られて

いないため個別での開示はしておりませんが、保有19ホテル合計および固定賃料の7ホテル合計に

は含まれております。

※7 当月末時点で本投資法人が保有するホテルは21ホテルですが、ホテルサーブ神戸アスタおよびグ

ランパーク・イン横浜は賃借人から運営実績の開示についての同意が得られていないため集計対

象外としております。

※8 本投資法人保有以前のデータは、前所有者から受領したデータに基づき記載しております。
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4. 対前年同月比差異の主な要因

本投資法人への収益貢献度がより高い変動賃料ホテルおよびポートフォリオ全体で、すべての指

標が前年同月を上回りました。札幌の2ホテルでは、天災の影響から急速にインバウンド需要が回復

し、国内レジャー需要も好調であったため、すべての指標が前年同月を大幅に上回りました。

また、コートホテル倉敷およびヴァリエホテル天神では、国内レジャー需要に加えインバウンド

需要も好調であったことからすべての指標が前年同月を上回りました。

なお、前年同月のリニューアル工事により稼働客室を減らしていたスマイルホテル東京阿佐ヶ谷

で反動増がありました。

5. 収益向上に向けた取組み

コートホテル倉敷では、レジャー需要をさらに取込むため、客室ベッドの入替え工事に取組んで

おります。

本ホテルは倉敷美観地区から至近距離にあり、また、倉敷市南部には水島臨海工業地帯・水島コ

ンビナートを有することから、レジャー・ビジネス両面の需要を取込んでおります。本工事では、

ダブルルーム16室をツインルームに変更するほか、既存ツインルームの一部に親子ベッドを導入す

ることで3名利用に対応しやすいレイアウトとし、さらなるレジャー客の取込みを図ります。

（※）想定ROI 18.5%

今後もホテルオペレーターと密接な協議を行い、ホテルのさらなる収益向上のための効果的な施

策に取組んでまいります。

（※）ROI（Return on Investment）投下した資本に対して得られる収益の割合、投資利回り

以 上
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