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株式会社ワキタ
株式会社グリーンホスピタリティーマネジメント
大阪の中心地・地下鉄「肥後橋」駅より徒歩 1 分の場所に、本日オープン！
【ホテルコルディア大阪】
株式会社ワキタ ホテル経営に初進出
株式会社ワキタ（本社：大阪市西区、代表取締役社長：脇田 貞二）は本日 2017 年 2 月 1 日、大
阪市西区江戸堀に、地上 9 階建て・客室数 83 の「ホテルコルディア大阪」
（総支配人：山田 義
則）を開業いたします。ホテルの運営は「食」をキーワードにする総合ホスピタリティー事業大
手、株式会社グリーンハウスの 100%子会社、株式会社グリーンホスピタリティーマネジメント
（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：落合 順）が行います。
大阪の経済・行政・文化の中心地に、
“温故知新”によって Refined Design（リファインドデザ
イン）された高感度なホテルが、本日誕生いたしました。ホテルコルディア大阪があるのは、多
数の行政機関をはじめオフィスビルがひしめく「肥後橋」駅より徒歩 1 分の場所で、コンサート
ホールや商業施設を擁する中之島フェスティバルタワーも徒歩圏内という好条件の立地です。地
下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅（徒歩約 5 分）も利用でき、両駅から大阪の玄関口である梅田や難波
へは 1～3 駅で、ビジネスにもレジャーにも最適の場所と言えます。

ホテル名のコルディア（CORDIA）とは、ラテン語で『心』を意味します。スタッフ一同が心を込
めて造りあげた新しいホテルで、心を込めておもてなしをいたします。日本の『粋』を添えた『心
粋（こころいき）』をサービスの軸にとらえ、ホテルのロゴはこの『心粋』をデザイン化してい
ます。

『心粋』のスピリットはハード面にも配慮いたしました。たとえばお客様をお迎えする自動扉は
樹齢 500 年のメイプル材一枚板を採用しました。レセプションカウンターも同様に一枚板の天然
木製で、有機的なあたたかみを感じていただけることと存じます。客室階の廊下には 8 名のアー
ティストが“心”をテーマに創作したアートを配置しました。訪れて下さいました方々に何かを
感じて頂ければ幸いです。
[ハリウッドツインルーム]

快適さの重要な鍵である客室の寝具には、ドイツのノンスプリングマットレスのトップブランド
で、＜通気性・体圧分散・正しい寝姿勢＞の 3 要素を追及した「シェララフィア（Schlaraffia）
」
を採用しました。ゲストのビジネスユースを想定したシングルルームは、作業がしやすいカウン
ターデスクも配置し、機能面にも配慮しました。インテリアはアーティストのスタジオを思わせ
るシックでスタイリッシュな空間にまとめました。
1 階には大阪で人気の飲食店「RUTSUBO（ルツボ）」の二号店となる「RUTSUBO KITCHEN（ルツボ
キッチン）」が出店し、朝食からディナーまで、ヘルシーな創作和洋料理をカジュアルで親しみ
やすいスタイルでご提供いたします。
ホテルコルディア大阪の開業にあたり、代表取締役の脇田 貞二は次のように述べています。
「ホテルコルディア大阪は、弊社が初めて所有、経営するホテルです。私どもは船舶機械の販売・
修理業からはじまり、現在では建設機械の販売やリース、輸出入業、不動産業と多角的な事業を
展開しておりますが、このホテルコルディア大阪の開業という新たな歴史が、私どもの歩みに刻
まれることは大変嬉しいです。ホテル運営・開発のプロフェッショナル集団であるグリーンホス
ピタリティーマネジメント様とともに「コルディア（心）」の名のもとに、スタッフ一同が心を
ひとつにして、お客様に心温まるおもてなしをお届けする所存であります。大阪でのご宿泊は、
『心粋』を体感できる高感度なホテルコルディア大阪をぜひお選びください。
」
ホテルの予約はすでに自社サイト（http://www.cordia-osaka.com）のほか、各 OTA（一休.com、
楽天トラベル、じゃらん、Booking.com 等）で受け付けています。

-ホテルコルディア大阪

概要-

施設名

ホテルコルディア大阪 (英語表記：Hotel Cordia Osaka)

開業日

2017 年 2 月 1 日（水）

カテゴリー

宿泊主体型ホテル
・・・・・

所在地

〒550-0002 大阪市西区江戸堀 1-3-25

電話番号

06-6449-2030

ファクシミリ

06-6449-2035

ホームページ URL

http://www.cordia-osaka.com

交通・アクセス

地下鉄四つ橋線「肥後橋」駅 5Ａ出口より徒歩約 1 分

オンライン予約可

地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅 10 番出口より徒歩約 5 分
・・・・・
チェックイン／アウト

14：00／11：00

総支配人

山田 義則

規模・面積

地上 9 階建／建築面積 414.49 ㎡／延床面積 3182.86 ㎡

館内施設

客室 83 室 全室無料 Wi-Fi 有／フロントレセプション（1 階）／
レストラン 1 店舗（
「RUTSUBO KITCHEN」１階）

備考

全館禁煙、駐車場なし
・・・・・

経営主体

株式会社ワキタ
東証一部上場 代表取締役社長 脇田 貞二
〒550-0002 大阪市西区江戸堀 1-3-20
http://www.wakita.co.jp

基本設計

野田 賢司／株式会社関家具
岡本 浩／株式会社エフエーエーアーキテクツ一級建築事務所

設計

岡本 浩／株式会社エフエーエーアーキテクツ一級建築事務所

施工

株式会社ラックランド

内装デザイン

野田 賢司／株式会社関家具
徳永 昌弘／株式会社 CODE STYLE
中川 泰章／muura inc.

ロゴ・ウェブデザイン

徳永 昌弘／株式会社 CODE STYLE

ホテル運営

株式会社グリーンホスピタリティーマネジメント
（東京都新宿区西新宿）http://www.ghm.co.jp

レストラン運営

株式会社 RETOWN
（大阪市浪速区）http://www.retown.co.jp/

■特徴
① アクセス至便な立地。大阪の経済・行政・文化の中心地、地下鉄「肥後橋」駅より徒歩 1 分。
② メインターゲットは 20～40 代前半。ビジネスにもレジャーにも最適。
③ サービスの軸は『心粋』
。ソフトもハードも筋の通ったコンセプト。

■客室情報

ホテル 2～9 階部分
広さ

ベッド幅

（㎡）

（1 台/cm）

シングルルーム

18

ダブルルーム

種類

収容人数

室数

140

1

28

18

160

1～2

12

スタンダードツインルーム

22

120

2

12

ハリウッドツインルーム*

22

100

2～3

30

コルディアツインルーム

29

120

2～5

1

計

-

-

171**

83

（*）ハリウッドタイプとは、2 台のベッドを好みに応じてセットできるベッド形式のこと。2 台を付けることで
1 台の大きなベッドのようになり、離せばツインベッドとして使うことができる。
（**）最大人数を収容した場合の人数。

■レストラン
RUTSUBO KITCHEN（ルツボ
席数／店舗面積
場所
ジャンル
営業時間
電話番号
メニュー料金

キッチン）
51 席／97.56 ㎡
ホテルコルディア大阪 1 階
創作和洋食
7:00 ～ 10:30／11：30～15：00／17：00～24：00
（ラストオーダー 各 60 分前）
06-6225-8482
朝食 1,620 円（消費税込）

店内

朝食一例[洋美膳]

-当リリースに関するお問い合わせ先 株式会社ワキタ http://www.wakita.co.jp
広報担当／ 総支配人 山田義則
〒550-0002 大阪市西区江戸堀一丁目 3 番 20 号
TEL
06-6449-2030（ホテルコルディア大阪）
FAX
06-6449-2035
E メール
info@cordia-osaka.com
株式会社グリーンホスピタリティーマネジメント（グリーンハウスグループ）
http://www.ghm.co.jp
セールス＆マーケティング部／秋山 公彦・中嶋 英理
TEL
03-3379-1193（代表）
E メール
akiyamay@greenhouse.co.jp

