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2020 年 7 月 29 日

北陸初進出のハイアット
「ハイアット セントリック 金沢」「ハイアット ハウス 金沢」 8 月 1 日開業
～二つの異なる魅力で金沢駅前に誕生～

ハイアット セントリック 金沢
デラックス キング (38 ㎡)

ハイアット ハウス 金沢
キッチン スタジオ (41 ㎡)

ハイアット ホテルズ コーポレーション（本社：米国イリノイ州シカゴ、以下「ハイアット」）は、ハイアットの
北陸初進出となる二つのホテル「ハイアット セントリック 金沢」と「ハイアット ハウス 金沢」（石川県金
沢市、総支配人：高橋 慶）が 2020 年 8 月 1 日（土）に同時開業することを発表します。両ホテルは、オ
リックス株式会社（本社：東京都港区、社長：井上 亮）とハイアットがそれぞれの関連会社を通じて 2017
年に締結したホテル運営受委託契約に基づき運営されます。二つのホテルは JR 金沢駅金沢港口（西
口）前の複合施設「クロスゲート金沢」に核となる宿泊施設として入居。金沢の玄関口で二つのホテルが
それぞれの個性を生かし、内外のお客様をお迎えします。
開業にあたり両ホテルの高橋慶総支配人は「北陸初のハイアットとしてハイアット セントリック 金沢とハ
イアット ハウス 金沢がいよいよ 8 月 1 日に開業いたします。現在、旅行業界は未曽有ともいえる荒波
にもまれていますが、今後地元経済に少しでも貢献できるよう力を尽くす所存です。ホテルの運営には
ハイアットの新衛生基準を満たし、お客様と従業員の健康と安全を第一に取り組んでまいります。金沢
駅の目の前という絶好のロケーションで、旅行客のみならず地元コミュニティーにも末永く親しまれるホテ
ルを目指します」と述べています。
ハイアットが運営するロイヤルティプログラム「ワールド オブ ハイアット」では、2020 年 10 月 31 日（土）
までにハイアット セントリック 金沢またはハイアット ハウス 金沢に宿泊された会員のお客様に、一滞
在につき 500 ボーナスポイントを付与します。同オファーのための登録は不要で、他のオファーとの併用
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も可能です。同オファーの利用規約は本プレスリリース末尾＊にてご確認ください。
■ハイアット セントリック 金沢
「ハイアット セントリック」は、ハイアットのフルサービス型ライフスタイルブランドの一つです。
ハイアット セントリック 金沢の客室は全 253 室。7 室のスイートはいずれもスタンダードルームとコネク
トできる仕様です。ホテルのインテリアデザインは金沢の伝統工芸や歴史を反映しつつ、コンテンポラリ
ーなテイストを取り入れました。館内には 100 点以上のアート作品が配されており、その大半が金沢ゆ
かりのアーティストの手によるもの。ユネスコ創造都市・金沢にふさわしいアーティスティックな空間を演
出しています。また館内の料飲施設には、地元の食材をふんだんに使用したグリル料理が特徴のオー
ルデイダイニング「FIVE – Grill & Lounge」と、最上階のオープンエアスペースが心地よいバー
「RoofTerrace Bar」があり、さらに 4 分割できる総面積 500 ㎡におよぶ会議・イベント設備も揃え、内外
の観光客から地元のニーズまでお客様のさまざまなシーンで活躍するホテルを目指します。
■ハイアット ハウス 金沢
「ハイアット ハウス」は、ハイアットの中長期滞在向け宿泊特化型ホテルブランドです。
客室は 20 室のスイートを含む全 92 室。宿泊料金には朝食が含まれます。中長期滞在のビジネス層や
休暇で連泊するレジャー層のほか、ワーケションやアドレスホッピングといった新しいライフスタイルの利
用客など、さまざまなお客様が滞在中の時間を充実させ、快適に過ごすための環境を整えました。キッ
チンを完備した 40 ㎡以上の広々とした客室が全体の 85%を占め、館内にはコインランドリー、日用品な
どを販売する 24 時間営業のミニショップ、さらにソーシャルの場として利用したり、寛いだりできる共有ス
ペースを備えています。金沢の駅前で「暮らすように滞在できるお客様のもう一つの“ハウス”」を目指し
ます。
■ホテル概要
所在地：
電話番号：
最寄り駅：
階
数：
延床面積：
総客室数：
料飲施設：

宴会施設：
その他施設：

ハイアット セントリック 金沢
ハイアット ハウス 金沢
石川県金沢市広岡 1-5-2 （「クロスゲート金沢」内）
076-256-1234
076-256-1235
JR 金沢駅 金沢港口（西口） （徒歩約 2 分）
地上 14 階建て （1～14 階部分）
地上 15 階建て （3～7 階部分）
17,314.33 ㎡
6,274.86 ㎡
253
92
オールデイダイニング
「H レストラン」 3 階
「FIVE – Grill & Lounge」 3 階
バー「RoofTerrace Bar」 14 階
「H バー」 3 階
会場 4、前室 1 （計 500 ㎡） 2 階
フィットネスジム、地下駐車場
H マーケット、フィットネスジム、
コインランドリー、地下駐車場
以上

ハイアットの経営理念であるケアの精神に基づき、ハイアットではお客様と従業員の安全と安心に関する業務
上のガイダンスとリソースをさらに強化しています。ハイアットの新衛生基準のための対策「グローバルケア＆
クリーン」について詳しくはハイアットの公式ウエブサイト（hyatt.com/care-and-cleanliness）で公開しています。
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本リリース中の「ハイアット」とは、ハイアット ホテルズ コーポレーションおよび（または）その関連会社を指す
用語として使用されています。

ハイアット セントリックについて
常に抜群のロケーションに位置するハイアット セントリックはフルサービス ライフスタイル ホテルブラン
ド。さまざまな活動の中心にいたい旅慣れたお客様を、新しい発見に満ちた冒険の旅へ誘うために作ら
れたホテルです。それぞれのホテルがロビーにお客様同士の交流の場を提供する一方、館内のバーや
レストランは、地元で人気のホットスポットとして、愉快な会話、地元の味覚にインスパイアされたメニュ
ーやシグネチャーカクテルが味わえます。客室は機能的で過不足ないモダンな設えです。熱い心でおも
てなしするスタッフが、地元の食やナイトライフなどホットな情報を揃えてお客様をお迎えします。詳しくは
hyattcentric.com をご覧ください。Facebook、Instagram で、@HyattCentric をフォローしてください。また、
旅の思い出にハッシュタグ「#HyattCentric」を付けた写真の投稿もお待ちしています。
ハイアット ハウスについて
ハイアット ハウスは、連泊するお客様が必要とする自宅で過ごすような利便性をお届けします。モダン
な住宅のようにデザインされたスイートは、フルスペックのキッチン、リビングルーム、ベッドルームに分
かれ、お客様にスタイリッシュで快適な空間を提供し、旅行中でも普段通りの仕事やルーティンがこなせ
るよう整えられています。世界中に 100 以上あるハイアット ハウスでは、自宅のようなアメニティ、隣人
のようなサービス、アップスケールな空間を完備し、宿泊のお客様に作り立てのオムレツなど温かい朝
食を無料で提供するほか、バーでの Sip+Snack（ちょい飲み）メニューなどを用意し、生産性を高め、リラ
ックスできるような共有スペースを設けています。詳しくは、hyatthouse.com をご覧ください。また、ハイア
ット ハウスの Facebook、Instagram をぜひご登録ください。ハッシュタグ「#HyattHouse」「#WhySettle」を
付けた写真の投稿もお待ちしています。
＊ワールド オブ ハイアット会員向けオファーについての利用規約
当オファーは、有効な会員資格をお持ちのワールド オブ ハイアット会員の皆様が対象となります。プログラムに参加して
いるホテルおよびリゾートにて、ホテルのオファー期間中に完了した対象となるご宿泊に対して、500 ボーナスポイントが
適用されます。当オファーは、参加ホテルおよびリゾートで各ホテルのオファー期間中にチェックアウトするご滞在に適用
されます。 各ホテルのオファー期間は、worldofhyatt.com/newhotelbonus にてご確認ください。 当オファーをご利用いただ
くには、ご予約およびご滞在時にワールド オブ ハイアットの有効な会員資格をお持ちであること、参加ホテルにて当該ホ
テルのオファー期間中にチェックアウトするご滞在を完了されること、チェックイン時にお客様のワールド オブ ハイアット
会員番号をご提示いただくこと、並びに適用客室料金をお支払いいただくか、無料宿泊特典をご利用いただくことが条件
となります。 「適用客室料金」および「適用外客室料金」の定義は、ワールド オブ ハイアットご利用規約
（worldofhyatt.com/terms をご覧ください）に記載されています。 ご予約いただいた客室数にかかわらず、獲得できるボー
ナスポイントは、会員 1 名様 1 滞在につき 1 回のみとなります。 会員様ご本人が宿泊されたお部屋のみが当オファーの
対象となります。 同じホテルでの 2 連泊以上のご滞在は 1 滞在とみなされます。 当オファーで獲得するポイントはすべて
ボーナスポイントです。 当オファーには、ワールド オブ ハイアット プログラムのすべてのご利用規約が適用されま
す。 ご滞在を完了された後、ワールド オブ ハイアット ボーナスポイントがお客様のアカウントに加算されるまで約 3～4
週間かかります。 ワールド オブ ハイアットへのご入会は worldofhyatt.com にアクセスしてください。チェックイン時にワー
ルド オブ ハイアット会員番号をご提示いただくと、ワールド オブ ハイアットは自動的に対象となるご宿泊を追跡しま
す。 当オファーでご利用いただける部屋数には限りがあり、空室状況によってはご予約をお受けできない場合もございま
す。当オファーはグループや会議でのご利用には適用されず、他のプロモーションオファー、ツアーパッケージ、または特
別料金プログラムとの併用はできません。季節または特別イベントの開催などによって、プロモーションの利用ができない
除外日が適用されることもあり、また、ご到着／ご出発に関する通常の制限が適用されます。ハイアットは、当オファーを
事前の通知なく随時変更・撤回する権利を有します。 Hyatt®、World of Hyatt®、および関連マークは、ハイアット コーポ
レーションまたはその系列会社の登録商標です。© 2020 Hyatt Corporation. All rights reserved.
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本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先
ハイアット ホテルズ アンド リゾーツ 広報担当 早川
TEL: 03 3222 4088（直通）
Email : chie.hayakawa@hyatt.com
「ハイアット セントリック 金沢」「ハイアット ハウス 金沢」 広報担当 浅井
TEL: 03 6837 1242（ハイアット セントリック 銀座 東京内）
Email: mayuko.asai@hyatt.com
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