
湖国で輝く企業を訪ねて

●個々のお客様の多種多様な目的に正確に役立つ。
●地域の核となるホテルとして、感謝報恩の精神で事業を	
　継続する。
●新たな滋賀の魅力を発掘して、心から楽しんでいただける
　旅を提案する。

本　社／近江八幡市鷹飼町1481番地
設　立／平成元年３月
従業員／70名
事業内容／ホテル業
ホームページ／
　http://www.newomi.co.jp

ホテル営業停止の危機を乗り越え	
お客様に役立つホテルとして存続
　近江八幡駅前のシンボルともいえる「ホテルニューオウミ」は、今年、
平成元年3月の開業から30年目を迎えて今、華やいだ雰囲気の中、記
念イベントが開催されています。
　このホテルがかつては業績が悪化し経営に行き詰まり、平成14年に
新会社が運営会社から営業権を買い取って、混乱の中で経営の立て直
しを図り、現在に至っていることなど、外からはうかがい知ることはでき
ません。
　ホテル存続の危機が訪れたその時、新会社を設立して代表となり、
ホテルを継続して運営することになったのが、当時支配人として働い
ていた岩原 努社長でした。岩原社長は「予約をいただいているお客様
もたくさんおられましたので、なんとかして営業を続けなくてはという

想いで代表を引き受けました。閉鎖も検討された中で、多大なご迷惑
をおかけしたにもかかわらず、お客様や地域のみなさま、保証協会さん
や銀行さん、ご協力企業さんにご支援いただくことができました。みな
さまのお気持ちを1日たりとも忘れてはならないと思っています」と当
時を振り返ります。
 　岩原社長の父 岩原 侑さんは、同じように経営に行き詰った近江兄
弟社の再建にて指揮を執った再建社長としてよく知られている人物
で、侑さんからの的確なアドバイスが、 混乱と困難が重なる状況を乗
り越えるための支えになりました。
　そんな岩原社長が就任以来、変わらず持ち続けている理念は、「お
客様に正確に役立つことでホテルとして存続していく」ということ。観
光旅行やビジネス、ブライダルや家族の記念日、法事など、さまざまな
目的で利用されるお客様に的確なサービスを提供して、どのような目
的で利用しても正確に役に立つ存在でありたいという気持ちで、 日々

お客様に接することをモットーにしています。

愛犬家に特化したサービスで	
高い支持を集める「ホテルビワドッグ」
　同社では平成26年に、彦根市新海浜に愛犬と泊まれるリゾートホテ
ル「ホテルビワドッグ」を開業しました。きっかけとなったのは、経営が少
し落ち着いた頃、岩原社長が家族の希望で出かけた愛犬を連れて泊
まれる伊豆の旅館でした。
 　「スタッフはワンコに対する知識が豊富で、驚いたのは人間ではなく
愛犬を中心にサービスが考えられていることでした。お客様を喜ばせ
る観点がまったく違っていたんです」岩原社長は閉館した旅館を再利
用しながら、高額な設定にしても予約が取れないほど人気があるとい
う、新たなビジネスモデルに着眼します。
　一部の部屋がペット同伴可という宿泊施設はあったものの、愛犬家
に特化した施設は当時なかったため、ニーズは潜在的にあると感じて
ずっと計画を温めていましたが、条件に叶った物件は簡単には見つかり
ませんでした。その後、琵琶湖畔にある企業の保養所が売り出される
ことになり、事業が動き始めました。
　4500坪の敷地に大小３つのドッグランやドッグシャワールームが配
置され、「既存のホテルには向かないロケーションですが、愛犬をのび
のび遊ばせたいというお客様には、理想的
な施設になりました」と、副総支配人の太
田裕介さん。 
　なんとか採算が取れるようにと、試行錯
誤しながら運営を始めてみると、関西圏に
は同様の宿泊施設がないこともあって、
高い稼働率が続き、10室から15室に増室
してからも、キャンセル待ちになるほど愛
犬家の心を捉えることができました。当初
は、 関西圏を主なターゲットにしていまし
たが、名古屋や静岡など中部圏からのお客様が多く、リピート率が他よ
りも高いことも特徴となっています。

安全・安心とホテルの継続を目指し	
30年後を見据えた長寿命化計画を実施
　開業30周年を迎えるにあたり、同社ではお客様の安全・安心とホテ
ル運営の継続を目的に、平成26年から施設・設備の更新と改装を行う

「ホテルニューオウミ長
寿命化計画」に取り組みま
した。
　今後30年を見越して、
建物の調査診断を受けて
耐震強度を高めたほか、
フロントロビーや客室、レ
ストランも順次リニュー
アルを行いました。滋賀
県在住のアーティストの作品や近江上布(近江麻)のアート作品を取り
入れ、女性優先フロアを設けるなど、より快適に過ごせるよう配慮され
ています。
　「私たちの使命はこれからも地域の核として存続させること」と言う
岩原社長。地域とのつながりを大切にしている一例として、同社が保有
する13台のマイクロバスの運用について、関連会社を立ち上げて、ス
クールバスなど地域住民にも利用してもらえるようにしています。
　インバウンド需要より、静けさや安心感、くつろぎといったことを
キーワードに、都心のホテルやビジネスホテルにはない落ち着いた雰
囲気を大切にする同ホテル。観光で来られる内外個人のお客様をいか
に増やしていくかが、今後の成長の鍵を握っていますが、そのためには
既存の観光スポット以外に地元の魅力を発掘し提案していくことが必
要になります。「もっと新しいこと、われわれ自身も気付いていないよう
な新しい何かをどう見出していくかが今後の課題になる」と岩原社長。
訪れる人の心に響く新たな魅力をいかに発信できるか、注視していき
たいと思います。

（Hotel New Omi）

企業ポリシー企業データ

株式会社エッチ・エヌ・オー

　再建の厳しさをよく知っていた父は、「自分が近江兄弟社を
再建できたのはたまたま時代と運が良かっただけ」と、最初は
私が引き継ぐことに難色を示しました。なんとしても営業を続
けなければという気持ちしかなかったのですが、今思うと何か
見えない力が働いて私が代表の座に就くことになったのかもし
れません。
　ホテルがオープンした時から働いていましたので、代表に就
任したからと言って特に新しいことをしようと思ったことはな
く、その時その時のやるべきことに一生懸命取り組んで来ただ
けです。再建社長の DNA は存在しないと思いますが、たくさ
んの方々の協力と後押しをいただいてここまでくることができ
ました。この感謝の想いを忘れることなく、灯をともし続ける
ことがご恩に報いる道だと思っています。

Message皆さまへ感謝報恩の精神を忘れることなく
地域の核として灯をともし続けたい
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