
 

 2022 年 3 月 8 日 

関係各位 

株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ 

 

三菱地所グループの株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ（本社：東京都千代田区、社長：

水村慎也、以下「RPHR」という。）は、三菱地所株式会社の完全子会社である株式会社ロイヤルパーク

ホテル（本社：東京都中央区、社長：古草靖久、以下「RPH」という。）と 4 月 1 日付で RPH のホテル

運営事業を会社分割の手法により統合いたします。（以下「本統合」という。） 

併せまして、4 月 1 日付組織改正及び幹部人事を決定いたしましたので、以下の通りお知らせいたしま

す。 

 

１．本統合について 

 2022 年 4 月 1 日付で、RPHR と RPH は、ホテル運営事業について、RPH を分割会社、RPHR を

分割承継会社とする吸収分割により RPHR に承継いたします。また、分割後の RPH（土地建物等の資

産保有会社）については、同日、三菱地所株式会社を吸収合併存続会社、RPH を吸収合併消滅会社と

する吸収合併を実施いたします。 

本統合による RPHR の商号、所在地、事業内容、資本金及び決算期の変更はありません。 

RPH が所有・経営するロイヤルパークホテル(東京・日本橋)は 1989 年に開業し、以後 30 年以上に

わたりチェーンの旗艦ホテルとして国賓や世界の VIP を接遇し、大宴会や婚礼、直営レストラン・バ

ーを手がけるなど、ノウハウを蓄積してまいりました。RPHR は 30 余年の歴史を持つ三菱地所グルー

プのホテル運営事業を統括し、現在の宿泊主体型ホテルのさきがけとなった「THE シリーズ」を 2011

年から展開しており、2020 年 4 月 1 日には横浜ロイヤルパークホテル、同年 10 月 1 日には仙台ロイ

ヤルパークホテルが運営施設に加わり、フルサービス型からライフスタイル型ホテルまで、複数のホテ

ルブランドを展開するホテルチェーンとなっております。フルサービス型で長年培った「食」のノウハ

ウを活かし、「食に魅力のあるロイヤルパークホテルズ」の確立を目指すとともに、コロナ禍における

事業環境の急激な変容、多様化が進むお客様のニーズを捉え、滞在価値向上を図るための施策の推進に

努めてまいります。 

 

２．組織改正について 

激変する事業環境に打ち勝ち、市場競争力の強化を図るべく組織改正を実施いたします。 

・運営部門を「フルサービス事業」と「宿泊主体事業」に大別し、フルサービスホテル間の人的交流

によるノウハウの共有、業務標準化を推進し、相乗効果を創出する組織といたします。 

・宿泊主体事業において、チェーンオペレーション基盤の強化を図り、収益最大化を目指す組織とい

たします。 

（添付「株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ 組織図(2022 年 4 月 1 日)」ご参照） 

株式会社ロイヤルパークホテルとの運営事業統合、組織改正及び幹部人事 

に関するお知らせ 



 

３．幹部人事について 

①取締役（新任） 

   取締役      金森 千佳 

   取締役（非常勤） 細包 憲志 

②監査役（新任） 

   （常勤）監査役  相川 雅彦 

※株主総会承認を経て就任となります。 

※2022年 3月 31日付にて、常務取締役 原 一史及び今田 毅、 

取締役（非常勤）中島 篤並びに古草 靖久の 4名は退任となります。 

 

＜2022年 4月 1日付取締役・監査役一覧＞ 

 代表取締役 取締役社長   水村 慎也 

  代表取締役 取締役副社長  仲條 彰規 

  常務取締役   水上 義之 

  常務取締役  藤   新治 

  常務取締役  雄城 隆史 

  取締役   金森 千佳 

  取締役（非常勤）  細包 憲志 

  取締役（非常勤）  鈴木 智久 

  取締役（非常勤）  大島 正也 

監査役    岡島 直樹 

  監査役   相川 雅彦 

  監査役（非常勤）  国久 望 

 

  



 

③執行役員 

〇新任 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〇昇任・担当業務の変更 

 

  

氏名 新役職 現役職 

笹井 高志 常務執行役員 

ロイヤルパークホテル（東京・日本橋） 

総支配人 

 ― 

（株式会社ロイヤルパークホテル 

常務取締役総支配人） 

江川 巧 執行役員 

ロイヤルパークホテル（東京・日本橋） 

総合企画部長 

 ― 

（株式会社ロイヤルパークホテル 

常務取締役兼総務部長） 

秋元 紳一郎 執行役員 

ロイヤルパークホテル（東京・日本橋） 

副総支配人 

― 

（株式会社ロイヤルパークホテル 

取締役副総支配人兼営業部長） 

松山 昌樹 執行役員 

グループ統括副総料理長 

ロイヤルパークホテル（東京・日本橋） 

総料理長兼調理部長 

― 

（株式会社ロイヤルパークホテル 

取締役兼調理部長） 

小澤 幸一 執行役員 

ロイヤルパークホテル（東京・日本橋） 

宿泊部長 

― 

（株式会社ロイヤルパークホテル 

宿泊部長） 

中野 敬子 執行役員 

横浜ロイヤルパークホテル 

総合企画部長 

横浜総合企画部長 

金森 千佳 執行役員 

経営企画部長 

経営企画部長 

氏名 新役職 現役職 

髙橋 明 常務執行役員 

グループ統括総料理長 

執行役員 

横浜ロイヤルパークホテル 

総料理長兼横浜調理部長 



 

 

 

 

 

＜2022年 4月 1日付執行役員 担当業務一覧＞   

役職 氏名 担当業務及び役職 

社長執行役員 水村 慎也 全般（内部監査室は社長直轄） 

副社長執行役員 仲條 彰規 

社長補佐 

運営部門（フルサービス事業） 統括 

運営部門（宿泊主体事業） 施設商品企画部・開業推進部担当 

常務執行役員 水上 義之 
運営部門（宿泊主体事業）  

運営推進部・セールスマネジメント部・エリア担当 

常務執行役員 藤  新治 コーポレート部門担当 兼 人財開発部長 

常務執行役員 雄城 隆史 
横浜ロイヤルパークホテル担当 

横浜ロイヤルパークホテル 総支配人 

常務執行役員 笹井 高志 
ロイヤルパークホテル（東京・日本橋）担当 

ロイヤルパークホテル（東京・日本橋） 総支配人 

常務執行役員 髙橋 明 グループ統括総料理長 

執行役員 田中 一也 施設商品企画部長 

執行役員 菊井 康雄 コーポレート部門 経理部担当 兼 システム企画部長 

執行役員 一倉 豊 
北海道・東北エリア総支配人 

兼 仙台ロイヤルパークホテル 総支配人 

執行役員 重松 幸夫 セールスマネジメント部長 

執行役員 戸張 浩幸 開業推進部長 

執行役員 江川 巧 ロイヤルパークホテル（東京・日本橋） 総合企画部長 

執行役員 秋元 紳一郎 
ロイヤルパークホテル（東京・日本橋） 副総支配人 

総支配人補佐、料飲部・宴会部担当 

執行役員 松山 昌樹 
グループ統括副総料理長 

ロイヤルパークホテル（東京・日本橋） 総料理長兼調理部長 

執行役員 小澤 幸一 ロイヤルパークホテル（東京・日本橋） 宿泊部長 

執行役員 中野 敬子 横浜ロイヤルパークホテル 総合企画部長 

執行役員 金森 千佳 経営企画部長 



 

④幹部等 

〇新任 

  氏名 新役職 現役職 

飯山 健二 ロイヤルパークホテル（東京・日本橋） 

マーケティング部長兼セールス部長 

― 

（株式会社ロイヤルパークホテル 

経営企画部長） 

高野 則之 ロイヤルパークホテル（東京・日本橋） 

セールス部担当部長 

― 

（株式会社ロイヤルパークホテル 

 営業部担当部長） 

小澤 幸一 ロイヤルパークホテル（東京・日本橋） 

宿泊部長 

― 

（株式会社ロイヤルパークホテル 

 宿泊部長） 

佐藤 幸一 ロイヤルパークホテル（東京・日本橋） 

料飲部長 

― 

（株式会社ロイヤルパークホテル 

 料飲部長） 

木村 尚樹 ロイヤルパークホテル（東京・日本橋） 

宴会部長 

― 

（株式会社ロイヤルパークホテル 

 宴会部長） 

松山 昌樹 ロイヤルパークホテル（東京・日本橋） 

調理部長 

― 

（株式会社ロイヤルパークホテル 

 調理部長） 

矢作 健 ロイヤルパークホテル（東京・日本橋） 

購買業務室長 

― 

（株式会社ロイヤルパークホテル 

購買部長） 

江川 巧 ロイヤルパークホテル（東京・日本橋） 

総合企画部長 

― 

（株式会社ロイヤルパークホテル 

総務部長） 

森 功次 ロイヤルパークホテル（東京・日本橋） 

総合企画部担当部長 

― 

（株式会社ロイヤルパークホテル 

施設管理部長） 

織田 啓一 ロイヤルパークホテル（東京・日本橋） 

人事部長 

― 

（株式会社ロイヤルパークホテル 

人事部長） 

鈴木 秀人 横浜ロイヤルパークホテル 

料飲部長 

横浜料飲部 副部長 



 

 

 

 

 

氏名 新役職 現役職 

 池田 一之 横浜ロイヤルパークホテル 

調理部長 

首都圏・東海事業部 次長 

ザ ロイヤルパークホテル 

アイコニック 東京汐留 

総料理長 

 斎藤 雅彦 横浜ロイヤルパークホテル 

購買業務室長 

購買部 次長 

 長塚 隆 運営推進部長 運営推進部 副部長 

 伊藤 隆太郎 経理部担当部長 ― 

（株式会社ロイヤルパークホテル 

経理部長） 

 松本 明弘 ザ ロイヤルパークホテル 京都四条 

総支配人 

京都事業部 副部長 



 

  

＜2022年 4月 1日付幹部等一覧＞  

運営部門（フルサービス事業） 

（
東
京
・
日
本
橋
） 

ロ
イ
ヤ
ル
パ
ー
ク
ホ
テ
ル 

マーケティング部長 
飯山 健二 

セールス部長 

セールス部担当部長 高野 則之 

宿泊部長 小澤 幸一 

料飲部長 佐藤 幸一 

宴会部長 木村 尚樹 

調理部長 松山 昌樹 

購買業務室長 矢作 健 

総合企画部長 江川 巧 

総合企画部担当部長 森 功次 

人事部長 織田 啓一 

横
浜
ロ
イ
ヤ
ル
パ
ー
ク
ホ
テ
ル 

マーケティング部長 
佐藤 善史 

セールス部長 

宿泊部長 友田 貴久 

料飲部長 鈴木 秀人 

宴会部長 山柿 英俊 

調理部長 池田 一之 

購買業務室長 斎藤 雅彦 

総合企画部長 中野 敬子 

運営部門（宿泊主体事業） 

運営推進部長 長塚 隆 

セールスマネジメント部長 重松 幸夫 

施設商品企画部長 田中 一也 

開業推進部長 戸張 浩幸 

北海道・東北エリア総支配人 一倉 豊 

首都圏・東海エリア総支配人 柘植 裕次 

京都エリア総支配人 伊藤 公彦 

大阪・神戸エリア総支配人 越前谷 権 

九州・中国エリア総支配人 清水 康年 



 

 コーポレート部門 

経営企画部長 金森 千佳 

人事部長 手塚 朋文 

人財開発部長 藤 新治 

システム企画部長 菊井 康雄 

購買部長 今村 文男 

経理部長 秋田 直樹 

経理部担当部長 伊藤 隆太郎 

総務部長 髙田 聰 

内部監査室長 田中 伸明 

＜2022年 4月 1日付総支配人一覧＞  

ホテル名 氏名 

ロイヤルパークホテル（東京・日本橋） 笹井 高志 

横浜ロイヤルパークホテル 雄城 隆史 

仙台ロイヤルパークホテル 一倉 豊 

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留 笠原 邦芳 

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋 越前谷 権 

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 京都 鳥山 誠 

ザ ロイヤルパークホテル 東京羽田 石井 幸一 

ザ ロイヤルパークホテル 京都三条 川口 泰宜 

ザ ロイヤルパークホテル 京都四条 松本 明弘 

ザ ロイヤルパークホテル 京都梅小路 小林 義和 

ザ ロイヤルパークホテル 広島リバーサイド 小松崎 技 

ザ ロイヤルパークホテル 福岡 山本 正一 

ザ ロイヤルパーク キャンバス 札幌大通公園 神田 典子 

ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座 8 関  寛子 

ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋 上山 幸夫 

ザ ロイヤルパーク キャンバス 京都二条 田熊 圭 

ザ ロイヤルパーク キャンバス 大阪北浜 柴崎 和宏 



 

 

 

〈本件に関するお問合せ先〉 

株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ 

経営企画部 TEL:03-6773-1860 FAX:03-6777-3522 

 

 

ザ ロイヤルパーク キャンバス 神戸三宮 三浦 裕一郎  

ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座コリドー開業準備室 太田 雅史  



株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ　組織図（2022年4月1日）

マーケティング部
セールス部
宿泊部
料飲部
宴会部
調理部
購買業務室
総合企画部
人事部

マーケティング部
セールス部
宿泊部
料飲部
宴会部
調理部
購買業務室
総合企画部

仙台ロイヤルパークホテル
ザ ロイヤルパーク キャンバス 札幌大通公園

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 東京汐留
ザ ロイヤルパークホテル 東京羽田
ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座8
ザ ロイヤルパーク キャンバス 名古屋
ザ ロイヤルパーク キャンバス 銀座コリドー開業準備室

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 京都
ザ ロイヤルパークホテル 京都三条
ザ ロイヤルパークホテル 京都四条
ザ ロイヤルパークホテル 京都梅小路
ザ ロイヤルパーク キャンバス 京都二条

ザ ロイヤルパークホテル アイコニック 大阪御堂筋
ザ ロイヤルパーク キャンバス 大阪北浜
ザ ロイヤルパーク キャンバス 神戸三宮

ザ ロイヤルパークホテル 広島リバーサイド

ザ ロイヤルパークホテル 福岡

総務部

システム企画部

購買部

経理部

経営企画部

人事部

九州・中国エリア
人財開発部

開業推進部

コーポレート部門

大阪・神戸エリア

首都圏・東海エリア

運営推進部

セールスマネジメント部

施設商品企画部

京都エリア

社長

内部監査室

横浜ロイヤルパークホテル

北海道・東北エリア

運営部門 (宿泊主体事業)

株主総会

ロイヤルパークホテル (東京・日本橋)
監査役

取締役会

運営部門 (フルサービス事業)
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