
 

京王プラザホテル（東京：西新宿、社長：山本護

そこで、

私たちのおもてなしに秘められたエピソードを
    

■■■■VOL.VOL.VOL.VOL.

「いらっしゃいませ」「ありがとうございます」「お困りのことは

ございませんか」…ホテルで行き交うどんなひと言にもあふ

れる笑顔が添えられていたら、きっと誰もが幸せな気持ちに

なりますね。

「笑顔日本一のホテル」を目指す京王プラザホテルでは、

2017 年から従業員同士の投票によってスタッフの中から

「スマイルアンバサダー」を任命し、ホテルに笑顔を広げる

活動を行っています。このスローガンは現取締役社長の

山本護が就任時に、ホテル全社で目指す目標として掲げた

ビジョン。お客様満足に貢献するのはもちろん、社内の円滑なコミュニケーションやリスク管理にも

役立つ最重要ツールと位置づけて推進しています。笑顔の接客は親しみのある雰囲気を作り出し

お客様から「実は今日が記念日で…」などの貴重な生の情報がいただけることもあり、より

きめ細かなサービスのご提供につながっています。

「スマイルアンバサダー」は年に一度の投票で選ばれた上位者が順次就任し、スタッフの良き見本

となっているほか、ホテル会報誌等でも毎月ご紹介しています。

「笑顔」に磨きをかけて世界のお客様へ。「笑顔」は京王プラザホテルが何より大切にするおもて

なしです。
    

■■■■VOL.42 VOL.42 VOL.42 VOL.42 

ホテルでの音の楽しみといえば、ディナーショーやイベントがすぐに思

い浮かびますが、京王プラザホテルにはふだんから素敵な音のおもてな

しがあふれています。

たとえばプレミアグランの客室では、

ーでご自身のスマートフォンやタブレットからお気に入りの音楽を高音質

でお楽しみいただけるほか、プレミアグランのクラブラウンジには「第３の

エアコンディショナー」と賞賛されるエムズシステムのスピーカーを採用。

空間全体に満ち渡る深みのある柔らかな音が、お客様から大変ご好評

をいただいています。

また御披露宴などでは、音響スタッフがお二人のご要望に添いながら

プランニングから当日のオペレーションも担当し、思い出に残る音の演出

をお届けしています。お二人の音楽のご用意がない場合には、エピソー

ドなどを

さらに南館

ティーラウンジ〉では、心地よいピアノの生演奏が夜の憩いのひとときに

寄り添います。

ホテルでお過ごしいただく時間を豊かに彩る音のおもてなし。ぜひ耳

を澄ませてみてください。

    本件に関するお問合せ先

株式会社京王プラザホテル

〒１６０－８３３０

Ｔｅｌ 

京王プラザホテル京王プラザホテル京王プラザホテル京王プラザホテル

～おもてなしの裏側にある、ちょっといい話～～おもてなしの裏側にある、ちょっといい話～～おもてなしの裏側にある、ちょっといい話～～おもてなしの裏側にある、ちょっといい話～

京王プラザホテル（東京：西新宿、社長：山本護

そこで、世界各国からお客様をお迎えし、心に寄り添うサービスを提供するホテルとして

私たちのおもてなしに秘められたエピソードを

VOL.VOL.VOL.VOL.41414141        笑顔の輪をホテルに広げる「スマイルアンバサダー」笑顔の輪をホテルに広げる「スマイルアンバサダー」笑顔の輪をホテルに広げる「スマイルアンバサダー」笑顔の輪をホテルに広げる「スマイルアンバサダー」

「いらっしゃいませ」「ありがとうございます」「お困りのことは

ございませんか」…ホテルで行き交うどんなひと言にもあふ

れる笑顔が添えられていたら、きっと誰もが幸せな気持ちに

なりますね。 

「笑顔日本一のホテル」を目指す京王プラザホテルでは、

年から従業員同士の投票によってスタッフの中から

「スマイルアンバサダー」を任命し、ホテルに笑顔を広げる

活動を行っています。このスローガンは現取締役社長の

山本護が就任時に、ホテル全社で目指す目標として掲げた

ビジョン。お客様満足に貢献するのはもちろん、社内の円滑なコミュニケーションやリスク管理にも

役立つ最重要ツールと位置づけて推進しています。笑顔の接客は親しみのある雰囲気を作り出し

お客様から「実は今日が記念日で…」などの貴重な生の情報がいただけることもあり、より

きめ細かなサービスのご提供につながっています。

スマイルアンバサダー」は年に一度の投票で選ばれた上位者が順次就任し、スタッフの良き見本

となっているほか、ホテル会報誌等でも毎月ご紹介しています。

「笑顔」に磨きをかけて世界のお客様へ。「笑顔」は京王プラザホテルが何より大切にするおもて

なしです。 

VOL.42 VOL.42 VOL.42 VOL.42     ホテルで楽しむ、多彩な音のおもてなしホテルで楽しむ、多彩な音のおもてなしホテルで楽しむ、多彩な音のおもてなしホテルで楽しむ、多彩な音のおもてなし

ホテルでの音の楽しみといえば、ディナーショーやイベントがすぐに思

い浮かびますが、京王プラザホテルにはふだんから素敵な音のおもてな

しがあふれています。

たとえばプレミアグランの客室では、

ーでご自身のスマートフォンやタブレットからお気に入りの音楽を高音質

でお楽しみいただけるほか、プレミアグランのクラブラウンジには「第３の

エアコンディショナー」と賞賛されるエムズシステムのスピーカーを採用。

空間全体に満ち渡る深みのある柔らかな音が、お客様から大変ご好評

をいただいています。

また御披露宴などでは、音響スタッフがお二人のご要望に添いながら

プランニングから当日のオペレーションも担当し、思い出に残る音の演出

をお届けしています。お二人の音楽のご用意がない場合には、エピソー

ドなどを伺い、オリジナリティ溢れるご提案を心掛けています。

さらに南館 2 階のメインバー〈ブリアン〉や本館

ティーラウンジ〉では、心地よいピアノの生演奏が夜の憩いのひとときに

寄り添います。 

ホテルでお過ごしいただく時間を豊かに彩る音のおもてなし。ぜひ耳

を澄ませてみてください。

本件に関するお問合せ先

株式会社京王プラザホテル

１６０－８３３０ 東京都新宿区西新宿２－２－１

 ０３－５３２２－８０１０

京王プラザホテル京王プラザホテル京王プラザホテル京王プラザホテル

京王プラザホテル京王プラザホテル京王プラザホテル京王プラザホテル

～おもてなしの裏側にある、ちょっといい話～～おもてなしの裏側にある、ちょっといい話～～おもてなしの裏側にある、ちょっといい話～～おもてなしの裏側にある、ちょっといい話～

京王プラザホテル（東京：西新宿、社長：山本護

世界各国からお客様をお迎えし、心に寄り添うサービスを提供するホテルとして

私たちのおもてなしに秘められたエピソードを

笑顔の輪をホテルに広げる「スマイルアンバサダー」笑顔の輪をホテルに広げる「スマイルアンバサダー」笑顔の輪をホテルに広げる「スマイルアンバサダー」笑顔の輪をホテルに広げる「スマイルアンバサダー」

「いらっしゃいませ」「ありがとうございます」「お困りのことは

ございませんか」…ホテルで行き交うどんなひと言にもあふ

れる笑顔が添えられていたら、きっと誰もが幸せな気持ちに

「笑顔日本一のホテル」を目指す京王プラザホテルでは、

年から従業員同士の投票によってスタッフの中から

「スマイルアンバサダー」を任命し、ホテルに笑顔を広げる

活動を行っています。このスローガンは現取締役社長の

山本護が就任時に、ホテル全社で目指す目標として掲げた

ビジョン。お客様満足に貢献するのはもちろん、社内の円滑なコミュニケーションやリスク管理にも

役立つ最重要ツールと位置づけて推進しています。笑顔の接客は親しみのある雰囲気を作り出し

お客様から「実は今日が記念日で…」などの貴重な生の情報がいただけることもあり、より

きめ細かなサービスのご提供につながっています。

スマイルアンバサダー」は年に一度の投票で選ばれた上位者が順次就任し、スタッフの良き見本

となっているほか、ホテル会報誌等でも毎月ご紹介しています。

「笑顔」に磨きをかけて世界のお客様へ。「笑顔」は京王プラザホテルが何より大切にするおもて

ホテルで楽しむ、多彩な音のおもてなしホテルで楽しむ、多彩な音のおもてなしホテルで楽しむ、多彩な音のおもてなしホテルで楽しむ、多彩な音のおもてなし

ホテルでの音の楽しみといえば、ディナーショーやイベントがすぐに思

い浮かびますが、京王プラザホテルにはふだんから素敵な音のおもてな

しがあふれています。 

たとえばプレミアグランの客室では、

ーでご自身のスマートフォンやタブレットからお気に入りの音楽を高音質

でお楽しみいただけるほか、プレミアグランのクラブラウンジには「第３の

エアコンディショナー」と賞賛されるエムズシステムのスピーカーを採用。

空間全体に満ち渡る深みのある柔らかな音が、お客様から大変ご好評

をいただいています。 

また御披露宴などでは、音響スタッフがお二人のご要望に添いながら

プランニングから当日のオペレーションも担当し、思い出に残る音の演出

をお届けしています。お二人の音楽のご用意がない場合には、エピソー

伺い、オリジナリティ溢れるご提案を心掛けています。

階のメインバー〈ブリアン〉や本館

ティーラウンジ〉では、心地よいピアノの生演奏が夜の憩いのひとときに

ホテルでお過ごしいただく時間を豊かに彩る音のおもてなし。ぜひ耳

を澄ませてみてください。 

本件に関するお問合せ先 ： 

株式会社京王プラザホテル 営業戦略室

東京都新宿区西新宿２－２－１

０３－５３２２－８０１０

京王プラザホテル京王プラザホテル京王プラザホテル京王プラザホテル

京王プラザホテル京王プラザホテル京王プラザホテル京王プラザホテル

～おもてなしの裏側にある、ちょっといい話～～おもてなしの裏側にある、ちょっといい話～～おもてなしの裏側にある、ちょっといい話～～おもてなしの裏側にある、ちょっといい話～

京王プラザホテル（東京：西新宿、社長：山本護

世界各国からお客様をお迎えし、心に寄り添うサービスを提供するホテルとして

私たちのおもてなしに秘められたエピソードを

笑顔の輪をホテルに広げる「スマイルアンバサダー」笑顔の輪をホテルに広げる「スマイルアンバサダー」笑顔の輪をホテルに広げる「スマイルアンバサダー」笑顔の輪をホテルに広げる「スマイルアンバサダー」

「いらっしゃいませ」「ありがとうございます」「お困りのことは

ございませんか」…ホテルで行き交うどんなひと言にもあふ

れる笑顔が添えられていたら、きっと誰もが幸せな気持ちに

「笑顔日本一のホテル」を目指す京王プラザホテルでは、

年から従業員同士の投票によってスタッフの中から

「スマイルアンバサダー」を任命し、ホテルに笑顔を広げる

活動を行っています。このスローガンは現取締役社長の

山本護が就任時に、ホテル全社で目指す目標として掲げた

ビジョン。お客様満足に貢献するのはもちろん、社内の円滑なコミュニケーションやリスク管理にも

役立つ最重要ツールと位置づけて推進しています。笑顔の接客は親しみのある雰囲気を作り出し

お客様から「実は今日が記念日で…」などの貴重な生の情報がいただけることもあり、より

きめ細かなサービスのご提供につながっています。

スマイルアンバサダー」は年に一度の投票で選ばれた上位者が順次就任し、スタッフの良き見本

となっているほか、ホテル会報誌等でも毎月ご紹介しています。

「笑顔」に磨きをかけて世界のお客様へ。「笑顔」は京王プラザホテルが何より大切にするおもて

ホテルで楽しむ、多彩な音のおもてなしホテルで楽しむ、多彩な音のおもてなしホテルで楽しむ、多彩な音のおもてなしホテルで楽しむ、多彩な音のおもてなし

ホテルでの音の楽しみといえば、ディナーショーやイベントがすぐに思

い浮かびますが、京王プラザホテルにはふだんから素敵な音のおもてな

たとえばプレミアグランの客室では、BOSE

ーでご自身のスマートフォンやタブレットからお気に入りの音楽を高音質

でお楽しみいただけるほか、プレミアグランのクラブラウンジには「第３の

エアコンディショナー」と賞賛されるエムズシステムのスピーカーを採用。

空間全体に満ち渡る深みのある柔らかな音が、お客様から大変ご好評

また御披露宴などでは、音響スタッフがお二人のご要望に添いながら

プランニングから当日のオペレーションも担当し、思い出に残る音の演出

をお届けしています。お二人の音楽のご用意がない場合には、エピソー

伺い、オリジナリティ溢れるご提案を心掛けています。

階のメインバー〈ブリアン〉や本館

ティーラウンジ〉では、心地よいピアノの生演奏が夜の憩いのひとときに

ホテルでお過ごしいただく時間を豊かに彩る音のおもてなし。ぜひ耳

営業戦略室 企画広報

東京都新宿区西新宿２－２－１

０３－５３２２－８０１０ Ｆａｘ

京王プラザホテル京王プラザホテル京王プラザホテル京王プラザホテル    ニュースリリースニュースリリースニュースリリースニュースリリース

京王プラザホテル京王プラザホテル京王プラザホテル京王プラザホテル    フィーチャーフィーチャーフィーチャーフィーチャー

～おもてなしの裏側にある、ちょっといい話～～おもてなしの裏側にある、ちょっといい話～～おもてなしの裏側にある、ちょっといい話～～おもてなしの裏側にある、ちょっといい話～

京王プラザホテル（東京：西新宿、社長：山本護）

世界各国からお客様をお迎えし、心に寄り添うサービスを提供するホテルとして

私たちのおもてなしに秘められたエピソードを 100 回シリーズでお届けしてまいります。

笑顔の輪をホテルに広げる「スマイルアンバサダー」笑顔の輪をホテルに広げる「スマイルアンバサダー」笑顔の輪をホテルに広げる「スマイルアンバサダー」笑顔の輪をホテルに広げる「スマイルアンバサダー」

「いらっしゃいませ」「ありがとうございます」「お困りのことは

ございませんか」…ホテルで行き交うどんなひと言にもあふ

れる笑顔が添えられていたら、きっと誰もが幸せな気持ちに

「笑顔日本一のホテル」を目指す京王プラザホテルでは、

年から従業員同士の投票によってスタッフの中から

「スマイルアンバサダー」を任命し、ホテルに笑顔を広げる

活動を行っています。このスローガンは現取締役社長の

山本護が就任時に、ホテル全社で目指す目標として掲げた

ビジョン。お客様満足に貢献するのはもちろん、社内の円滑なコミュニケーションやリスク管理にも

役立つ最重要ツールと位置づけて推進しています。笑顔の接客は親しみのある雰囲気を作り出し

お客様から「実は今日が記念日で…」などの貴重な生の情報がいただけることもあり、より

きめ細かなサービスのご提供につながっています。 

スマイルアンバサダー」は年に一度の投票で選ばれた上位者が順次就任し、スタッフの良き見本

となっているほか、ホテル会報誌等でも毎月ご紹介しています。

「笑顔」に磨きをかけて世界のお客様へ。「笑顔」は京王プラザホテルが何より大切にするおもて

ホテルで楽しむ、多彩な音のおもてなしホテルで楽しむ、多彩な音のおもてなしホテルで楽しむ、多彩な音のおもてなしホテルで楽しむ、多彩な音のおもてなし

ホテルでの音の楽しみといえば、ディナーショーやイベントがすぐに思

い浮かびますが、京王プラザホテルにはふだんから素敵な音のおもてな

BOSEの最高級モデルのスピーカ

ーでご自身のスマートフォンやタブレットからお気に入りの音楽を高音質

でお楽しみいただけるほか、プレミアグランのクラブラウンジには「第３の

エアコンディショナー」と賞賛されるエムズシステムのスピーカーを採用。

空間全体に満ち渡る深みのある柔らかな音が、お客様から大変ご好評

また御披露宴などでは、音響スタッフがお二人のご要望に添いながら

プランニングから当日のオペレーションも担当し、思い出に残る音の演出

をお届けしています。お二人の音楽のご用意がない場合には、エピソー

伺い、オリジナリティ溢れるご提案を心掛けています。

階のメインバー〈ブリアン〉や本館 3

ティーラウンジ〉では、心地よいピアノの生演奏が夜の憩いのひとときに

ホテルでお過ごしいただく時間を豊かに彩る音のおもてなし。ぜひ耳

企画広報 斎藤 潤子

東京都新宿区西新宿２－２－１ 

Ｆａｘ ０３－３３４６－２４７９

ニュースリリースニュースリリースニュースリリースニュースリリース

フィーチャーフィーチャーフィーチャーフィーチャー

～おもてなしの裏側にある、ちょっといい話～～おもてなしの裏側にある、ちょっといい話～～おもてなしの裏側にある、ちょっといい話～～おもてなしの裏側にある、ちょっといい話～

）は、2021 年に

世界各国からお客様をお迎えし、心に寄り添うサービスを提供するホテルとして

回シリーズでお届けしてまいります。

笑顔の輪をホテルに広げる「スマイルアンバサダー」笑顔の輪をホテルに広げる「スマイルアンバサダー」笑顔の輪をホテルに広げる「スマイルアンバサダー」笑顔の輪をホテルに広げる「スマイルアンバサダー」

「いらっしゃいませ」「ありがとうございます」「お困りのことは

ございませんか」…ホテルで行き交うどんなひと言にもあふ

れる笑顔が添えられていたら、きっと誰もが幸せな気持ちに

「笑顔日本一のホテル」を目指す京王プラザホテルでは、

年から従業員同士の投票によってスタッフの中から 

「スマイルアンバサダー」を任命し、ホテルに笑顔を広げる 

活動を行っています。このスローガンは現取締役社長の  

山本護が就任時に、ホテル全社で目指す目標として掲げた

ビジョン。お客様満足に貢献するのはもちろん、社内の円滑なコミュニケーションやリスク管理にも

役立つ最重要ツールと位置づけて推進しています。笑顔の接客は親しみのある雰囲気を作り出し

お客様から「実は今日が記念日で…」などの貴重な生の情報がいただけることもあり、より

スマイルアンバサダー」は年に一度の投票で選ばれた上位者が順次就任し、スタッフの良き見本

となっているほか、ホテル会報誌等でも毎月ご紹介しています。 

「笑顔」に磨きをかけて世界のお客様へ。「笑顔」は京王プラザホテルが何より大切にするおもて

ホテルで楽しむ、多彩な音のおもてなしホテルで楽しむ、多彩な音のおもてなしホテルで楽しむ、多彩な音のおもてなしホテルで楽しむ、多彩な音のおもてなし    

ホテルでの音の楽しみといえば、ディナーショーやイベントがすぐに思

い浮かびますが、京王プラザホテルにはふだんから素敵な音のおもてな

の最高級モデルのスピーカ

ーでご自身のスマートフォンやタブレットからお気に入りの音楽を高音質

でお楽しみいただけるほか、プレミアグランのクラブラウンジには「第３の

エアコンディショナー」と賞賛されるエムズシステムのスピーカーを採用。

空間全体に満ち渡る深みのある柔らかな音が、お客様から大変ご好評

また御披露宴などでは、音響スタッフがお二人のご要望に添いながら

プランニングから当日のオペレーションも担当し、思い出に残る音の演出

をお届けしています。お二人の音楽のご用意がない場合には、エピソー

伺い、オリジナリティ溢れるご提案を心掛けています。 

3 階の〈カクテル＆

ティーラウンジ〉では、心地よいピアノの生演奏が夜の憩いのひとときに

ホテルでお過ごしいただく時間を豊かに彩る音のおもてなし。ぜひ耳

潤子 ・小田 力・

０３－３３４６－２４７９

２０１８年１２
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フィーチャーフィーチャーフィーチャーフィーチャー100100100100

～おもてなしの裏側にある、ちょっといい話～～おもてなしの裏側にある、ちょっといい話～～おもてなしの裏側にある、ちょっといい話～～おもてなしの裏側にある、ちょっといい話～

年に開業 50

世界各国からお客様をお迎えし、心に寄り添うサービスを提供するホテルとして

回シリーズでお届けしてまいります。

笑顔の輪をホテルに広げる「スマイルアンバサダー」笑顔の輪をホテルに広げる「スマイルアンバサダー」笑顔の輪をホテルに広げる「スマイルアンバサダー」笑顔の輪をホテルに広げる「スマイルアンバサダー」    

ビジョン。お客様満足に貢献するのはもちろん、社内の円滑なコミュニケーションやリスク管理にも

役立つ最重要ツールと位置づけて推進しています。笑顔の接客は親しみのある雰囲気を作り出し

お客様から「実は今日が記念日で…」などの貴重な生の情報がいただけることもあり、より

スマイルアンバサダー」は年に一度の投票で選ばれた上位者が順次就任し、スタッフの良き見本

「笑顔」に磨きをかけて世界のお客様へ。「笑顔」は京王プラザホテルが何より大切にするおもて

ホテルでの音の楽しみといえば、ディナーショーやイベントがすぐに思

い浮かびますが、京王プラザホテルにはふだんから素敵な音のおもてな

の最高級モデルのスピーカ

ーでご自身のスマートフォンやタブレットからお気に入りの音楽を高音質

でお楽しみいただけるほか、プレミアグランのクラブラウンジには「第３の

エアコンディショナー」と賞賛されるエムズシステムのスピーカーを採用。

空間全体に満ち渡る深みのある柔らかな音が、お客様から大変ご好評

また御披露宴などでは、音響スタッフがお二人のご要望に添いながら

プランニングから当日のオペレーションも担当し、思い出に残る音の演出

をお届けしています。お二人の音楽のご用意がない場合には、エピソー

階の〈カクテル＆   

ティーラウンジ〉では、心地よいピアノの生演奏が夜の憩いのひとときに

ホテルでお過ごしいただく時間を豊かに彩る音のおもてなし。ぜひ耳

力・ 齊藤 直子

０３－３３４６－２４７９ 

２０１８年１２月１８
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100100100100    

～おもてなしの裏側にある、ちょっといい話～～おもてなしの裏側にある、ちょっといい話～～おもてなしの裏側にある、ちょっといい話～～おもてなしの裏側にある、ちょっといい話～    

50 周年を迎えます。

世界各国からお客様をお迎えし、心に寄り添うサービスを提供するホテルとして

回シリーズでお届けしてまいります。

ビジョン。お客様満足に貢献するのはもちろん、社内の円滑なコミュニケーションやリスク管理にも

役立つ最重要ツールと位置づけて推進しています。笑顔の接客は親しみのある雰囲気を作り出し

お客様から「実は今日が記念日で…」などの貴重な生の情報がいただけることもあり、より

スマイルアンバサダー」は年に一度の投票で選ばれた上位者が順次就任し、スタッフの良き見本

「笑顔」に磨きをかけて世界のお客様へ。「笑顔」は京王プラザホテルが何より大切にするおもて

直子 ・ 熱田 有紀

スマイルアンバサダー

 
１８日 

周年を迎えます。    

世界各国からお客様をお迎えし、心に寄り添うサービスを提供するホテルとして    

回シリーズでお届けしてまいります。 

ビジョン。お客様満足に貢献するのはもちろん、社内の円滑なコミュニケーションやリスク管理にも

役立つ最重要ツールと位置づけて推進しています。笑顔の接客は親しみのある雰囲気を作り出し

お客様から「実は今日が記念日で…」などの貴重な生の情報がいただけることもあり、より     

スマイルアンバサダー」は年に一度の投票で選ばれた上位者が順次就任し、スタッフの良き見本

「笑顔」に磨きをかけて世界のお客様へ。「笑顔」は京王プラザホテルが何より大切にするおもて

有紀 

スマイルアンバサダー  

    

    

     


