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星野リゾート・リート投資法人
星野リゾート・リート投資法人 執行役員
株式会社星野リゾート・アセットマネジメント 代表取締役社長

秋本 憲二氏に聞く
星野リゾート・リート投資法人（証券コード：3287）
が本年 7 月12 日 、東京証券取引所に上場しました。
本投資法人はその名の通り、星野リゾートグループが運営する和風高級リゾート「星のや 」、高級温泉旅館
「 星野リゾート 界 」、ファミリーリゾート「 星野リゾート リゾナーレ」の 3 つのブランドに重点投資していく
REIT です。
資産運用会社の株式会社星野リゾート・アセットマネジメント 秋本社長にお話を伺いました。
（インタビューは2013 年 11 月に実施 ）

―J-REIT として、上場を選択された経緯をお聞
かせください。
「 観光立国」というスローガンを小泉純一郎元首

―星野リゾート・リート投資法人の特徴を教えて
ください。
特徴は二つあります。

相が打ち出して、観光庁ができて、観光産業が成長

一つ目はホテルや旅館 、付帯施設へ投資するとい

すると政府も公言していますが、一般投資家に観光

う点です。既存 REIT の中にもホテルへ投資をして

産業の成長の果実を享受していただく仕組みはあま

いる REIT はいくつかありますが、我々は
「観光 」を

りありません。私どもが、投資家の皆様と話す機会

キーワードに、今まで投資対象とされていなかった

によく聞いてきたのは、
「 日本の観光産業に興味を

旅館に本格的に投資をしていく意味で、J-REIT で

もっているのだが、投資機会が少ない」という声で

は初めての取り組みだと考えています。IPO 時には

した。観光産業への潜在的投資ニーズが非常に大

木造の温泉旅館も本投資法人に組み入れています。

きいということを肌で感じてきました。

二つ目は、スポンサーである星野リゾートグルー

日本の観光立国の実現に向けてこのニーズを生

プの運営力を最大限活用していくことです。リゾー

かす手法はないだろうかと考え、様々な可能性を

ト施設の運営について一定の評価・実績を残してき

探ってきました。一般投資家が
「 これからは観光が

た星野リゾートグループがテナントとしてオペレー

成長する。観光と言えばこの企業に投資しよう。
」

ションを担当します。本投資法人が施設の所有の

といった受け皿がないといけないし 、それがあるこ

役割を担い、星野リゾートグループが運営を行う。

とで観光を応援しようという人が増えると思います。

所有と運営の分離を明確にし 、役割分担をすること

REIT を立ち上げることで投資の受け皿ができ、そ

でお互いの強みを活かし 、相乗効果を発揮する仕

れにより観光業界への投資が促進されれば、社会

組みの構築を目指しています。

的にも意義があるのではないかという結論に至り、
星野リゾート・リート投資法人を設立しました。

世界のホテル業界を見てみますと、所有と運営の
分離は一般的であり、またそうすることでそれぞれ
が発展してきています。我々のケースも、本投資法
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人の成長なくして星野リゾートグループの成長もな

タートとなりました。ポートフォリオの特徴を

いという共存共栄の関係と言えます。

お聞かせください。
一見 、ホテル・旅館は経済情勢などの影響を受け

―日本の観光産業の成長 性や投資環境につい

やすく、損益のボラティリティが大きいと思われがち

て、どのように見ていらっしゃいますか。

です。しかし星野リゾートグループが運営している

日本の観光市場はどうか。国内旅行消費額は約

施設の収益実績は非常に安定しているという実態

24 兆円で他業界の市場と比較してもとても大きな市

があります。過去、新型インフルエンザの流行、リー

場規模です。内閣府や日本生産性本部の調査でみ

マンショック、東日本大震災、欧州危機等の際にも

ると、レジャーや余暇生活に重点を置きたい人の割

その収益のブレはほとんどありませんでした。先程

合が、時代を問わずずっと1位を保持し 、また、レ

も申し上げた通り、観光産業は非常に大きく、且つ

ジャー余暇活動の中でも
「 海外旅行」や
「 ドライブ」

成長が期待される市場です。そんな中で、競争力の

を押しのけて、今は
「 国内旅行」が一番、優先順位

ある施設であれば安定した収益を確保することが

が高い。これら国民の関心の高さが上記市場規模

できると考えています。

を維持する背景だと言えます。

IPO 時のポートフォリオは、特に安定した収益実

一方、インバウンド
（外国人旅行者到着数 ）
の世界

績を持つ3ブランド6施設になりました。星野リゾー

ランキングを見ると、1位はフランス、2 位はアメリカ、

トが運営する和風高級リゾートの「 星のや」、高級

3 位が中国の順で、日本は 30 位くらいにランキング

温泉旅館の「星野リゾート 界」、そしてファミリーリ

されています。シリアや南アフリカと同じ集客力と

ゾートの「星野リゾート リゾナーレ」の3ブランドで

いうポジションです。また、アジアでも8 位に甘んじ

す。3ブランドの投資額比率は、
「星のや」が取得価

ています。現状、例年約 800万人程度が日本を訪れ

格76 億円で約 50％、
「星野リゾート リゾナーレ」が

ており、その数で世界第１位のフランスの約8,000万

取得価格 45 億円で約 30％、
「 星野リゾート 界」が

人に比べ 、まさしく桁違いに少ないわけです。

松本 、出雲 、伊東、箱根の 4 施設、規模はそれぞれ

日本の安全性・交通の便・文化を考えると、そのポテ

6 〜 9 億円程度で約 20％という構成です。
「 星のや

ンシャルが活かしきれていないというのが現状です。

軽井沢 」は星野リゾートの旗艦物件であり、2005 年

一方で、世界の国際観光市場は活況を呈してお

以降一貫して安定した高収益を実現し 、RevPAR

り、国連世界観光機関の資料によれば、今後、日本

は4 万3,000 円と都心のラグジュアリーホテルをも凌

を含む北東アジア市場で世界で最も大きな増加が

ぐレベルです。
「 星野リゾート 界」は再生案件が中

予測されています。日本の観光産業にとって、今は

心となる施設です。経営不振となった旅館を星野

競争に負けているが、今後にむけて市場規模拡大

リゾートグループがその運営によりバリューアップ

の大きなチャンスがあると我々は考えています。安

し 、界ブランドに仕立て直しています。再生需要も

定した国内の需要とインバウンドのポテンシャルを考

相まって今後も施設数の上積みが期待されるカテゴ

えれば、少子・高齢化やグローバル化等の大きな構

リーです。
「リゾナーレ 八ヶ岳」は 2001年に星野リ

造変化に直面する日本において、観光産業は経済

ゾートが初めて外部施設へ展開した施設で、運営開

活性化の切り札になり得る数少ない成長産業の一

始後、一貫して増収増益を続けています。いずれの

つと言えるでしょう。

施設も星野リゾートグループとの賃貸借契約期間は
20 年。そのうち10 年間は投資法人側の同意なしに

―資産規模150 億円
（ 6 物件）と小規模でのス
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秋本 憲二氏に聞く

REITという点でも、投資家からは多くの
ご質問やご意見が寄せられました。
一つの例を挙げれば「 星野リゾートグ
ループに何か不測の事態等が発生した
場合に、代替オペレーターは確保できる
のか」というご質問がありました。これ
に対しては、過去の星野リゾートグルー
「星のや 軽井沢」

プの安定した運営実績に照らす限り不測
の事態は考えづらいが、万が一そうなっ
た際にも、本投資法人は非常にクオリ

して、収益の長期安定化を図っています。

ティーが高い施設を組み入れていますので、代替オ

規模や価格設定、ターゲット顧客層が異なる3ブ

ペレーターの確保は可能であると考えています。国

ランドをバランスよく組み入れることでポートフォリ

内には、運営力の高いオペレーターが複数存在して

オ効果が働き安定したリターンが期待できます。資

います。こういった会社が星野リゾートグループに

産規模 150 億円と小さくスタートしましたが、今後

代わり運営を行うことは十分に可能だと考えていま

は規模の拡大と併せてエリアの分散も図っていくこ

す。また、先ほど外部の優良なオペレーターも積極

とが必要と考えています。

的に組み入れていくということをお話しましたが、こ
うすることで、オぺレーターのリスクは低減できると

―今後の成長の目標についてお聞かせください。

考えます。

まずは 3〜 5 年後を目途に資産規模 500 億円を目

それから星野リゾートグループが REIT を立ち上

指していきます。外部成長では、星野リゾートグルー

げたことで、日本のホスピタリティセクターへの投資

プと結んでいるスポンサーサポート契約が短期的に

機会が創出されたことに対する評価のお声もいただ

は成長の柱になります。一方で第三者からの物件

いています。今後、我々が受け皿となり観光産業へ

取得も想定しています。今般、REIT の上場により

の投資が少しでも促進されることを願っています。

潜在的な施設の売却ニーズが顕在化し 、さまざまな
ルートから売却の相談をいただいている状況です。

―REIT 相場が戻り基調を強めています。投資

また、外部の優良なオペレーターがテナントとなる

家へアピールをお願いします。

施設についても積極的に取得を検討していく方針

昨今では、観光資源の整備、インバウンド需要の

です。これは資産規模に寄与するだけでなく、星野

増大といったことが盛んに言われています。しかし

リゾートグループと相互にバックアップオペレーター

投資家にとってはこの分野への投資チャンスは限定

として機能する効果も期待でき、リスクの低減にも

的なのが実情です。上場 REIT という投資の受け

貢献すると考えています。

皿を用意することで、広く一般の方々に観光産業の
成長の果実を享受していただきたいと考えます。本

―IPO での投資家の反応はいかがでしたか？

投資法人は小規模でスタートしましたが、投資家の

投資家の皆様のご関心は非常に高く感謝してい

皆様にはぜひそのポートフォリオの一部に本投資法

ます。本格的に旅館に投資する初の REIT という

人を加えていただき、我々と一体となり日本の観光

点、あるいは、オペレーショナルアセットに投資する

産業を盛り上げていただければと考えています。
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