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 コンテンツ 



1954年に設立以来、ホテルオーナーやシェフによる個人・家族
経営の魅力的な高級ホテルや一流レストランが世界に約550軒
加盟する協会です。加盟には厳格な審査があり、ホスピタリ
ティの高さを象徴する協会として知られています。加盟する施
設は、お客さまひとりひとりとの一期一会を大切にし、本物の
リレーションシップを築くという情熱を共有しています。 
 
ナパバレーのブドウ畑から、フランスのプロヴァンス地方、イ
ンド洋にちりばめられた数々の美しいビーチ、そして伝統的な
日本の温泉旅館まで、世界中の様々な国や地域で、その土地の
風土に根ざした美しいライフスタイルや魅力をお客様に提供し
ます。 
 
ルレ・エ・シャトーのメンバーは、世界各国・地域のホスピタ
リティーや食文化の多様性と豊かさを大切に守り、より多くの
お客さまへ提唱してくことを理念として共有し、2014年11月
にユネスコで宣言したルレ・エ・シャトーのヴィジョン―その
土地の伝統や環境を守りつづける―を、日々実践しています。 

 ルレ・エ・シャトーとは? 
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 ルレ・エ・シャトーの軌跡 

それぞれの土地に根差す  
≪アール・ド・ヴィーヴル～
人生を豊かにする術≫を守る
ため、ルレ・エ・シャトー
のヴィジョンとして20項目
のコミットメントを発表 
 

 

1954 

マルセル・ティロワに
よる「ルレ・ド・カン
パーニュ」の創設と、
「ルート・デュ・ボ
ヌール（幸福の道）」
第1号の誕生 

1960 

ヨーロッパ進出、 
ベルギーとスペイン
でメンバーが加盟 

1974 

ルレ・ド・カンパーニュ
とルレ・グルマンがシャ
トー・ホテルと合併して
ルレ・エ・シャトーが 
誕生。 

1975 

アメリカ、カナダ、 
日本で初のメンバーが
加盟 

2004 

中国で初のメンバー
が加盟 

2008 

インドで初のメンバー
が加盟 

2014 
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ルレ・エ・シャトーの歴史は、1954年、フランスにある小さな美しいホテルやレストランを経営するオーナー達により始ま
りました。やがて彼らは互いの情熱を分かち合い、共に協力し合うことになったのです。 
 
今から60年以上前のこと、ローヌ川の畔に建つホテル-レストラン「ラ・カルディナル」の共同オーナーでミュージックホー
ル・アーティストのマルセル＆ネリ・ティロワ夫妻は、8軒のオーベルジュをつなぐ道を《ルート・デュ・ボヌール－幸福の
道》と名付け、世に紹介しました。 
 
パリとニースを結ぶ街道上に建つ8軒は、どれも街から離れた場所にあり、いずれも個性あふれる上質な宿で、もとは独立し
た個々のオーベルジュでした。しかしどの宿も"最上級のサービスと料理"を誇り、訪れるゲストに≪アール・ド・ヴィーヴル
～人生を豊かにする術≫を提供するという、共通の価値観で結ばれていました。この結びつきが、やがて世界でもっとも権威
あるホテル協会となる「ルレ・エ・シャトー」の誕生へとつながったのです。 



 ルレ・エ・シャトーの組織について 

ルレ・エ・シャトーは、4年毎に協会の加盟メンバーから選出さ
れる会長が指揮を執る非営利団体です。 
 
会長は自らが指揮を執る2つ部門を通じて、任務を遂行します： 
 
執行委員会と運営管理チーム 
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 執行委員会 

PHILIPPE GOMBERT 

会長 
シャトー・ド・ラ・トレーヌ オーナー 

(フランス) 

GEORGE GOEGGEL 

アメリカ担当 第一副会長 
オーベルジュ・デュ・ソレイユ  

オーナー 
(アメリカ合衆国)  

SILVIA LAFER  

ヨーロッパ担当 副会長 
ヨハン・ラーファース・ 
シュトロームブルク  

オーナー 
 (ドイツ)  

OLIVIA LE CALVEZ 

専務理事 
ロテル・ド・トワラ＆ヴィラ・ 

クラリス オーナー 
(フランス) 

THOMAS MAECHLER 

会計担当 
ボー・リヴァージュ・ホテル 

オーナー 
(スイス) 

MAR SUAU  

メンバー担当 
ソン・ブルイ・オテル＆スパ 

オーナー 
(スペイン)  

ANDREW STEMBRIDGE 

メンバー担当 
チュートン・グレン  

オーナー 
(イギリス) 

会長選と同時に組織される執行委員会は、メンバーであるホテルやレストランがボランティアで
運営します。執行委員会は、最終的に理事会で承認される、協会の戦略の大筋を決定する役割を
担っています。 

OLIVIER ROELLINGER 

シェフ担当 副会長 
レ・メゾン・ド・ブリクール  

オーナー 
(フランス) 

  

JAISAL SINGH 

アジア担当 副会長 
シェル・バーグ＆ザ・サライ、 
ジャイサルメール オーナー 

(インド)  
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 運営管理チーム 

JEAN- FRANÇOIS FERRET  

最高経営責任者 
FLORENCE COMAS 

開発・品質担当ディレクター 

 

BENOÎT JUILLET 

組織統治＆管理部門担当  
最高責任ディレクター 

ISABELLE MICAL 

コミュニケーション担当ディレクター  

運営管理チームは各専門分野のエキスパートたちで構成され、執行委員会によって決定した戦略
を具体化し、遂行します。運営管理チームは、運営担当の最高経営責任者、組織統治＆管理部門
担当 最高責任ディレクター、ネットワーク開発・品質担当ディレクター、コミュニケーション担
当ディレクターで構成されています。 

本部 
58 – 60 Rue de Prony, 75017 Paris, France 

Tel: +33 (0)1 45 72 90 00 
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協会組織以上の存在となること－≪人生を豊かにする術≫や≪食
に関する専門知識≫を共有し、その地に根差す文化や多様性を
守り続けることを、ルレ・エ・シャトー全メンバーの理念とし、
日々実践すること。 

 ルレ・エ・シャトーの展望 

6 



私たちは、ゲストが訪れるどのルレ・エ・シャトーのホテルや
レストランにおいても、唯一無二の「食とおもてなしによる、
より豊かな世界」を提供できると信じています。 
 
ルレ・エ・シャトーのオーナーは、誰もがおもてなしの精神に
あふれ、全てをゲストと分かち合いたいと考えています。彼ら
の一人一人が心を込めてゲストをお迎えし、心が触れ合う一期
一会の出会いを大切にしたいと願っています。 
 
そして、食の存在なくして、真のルレ・エ・シャトー体験を語
ることはできません。人々は感動的な食体験を求めています。
その土地に根差した食文化をゲストに伝えることこそが私たち
のコミットメントで、彼らの想いに応えることができると考え
ています。 
 
食やおもてなしの分野で一流のスキルを誇る"職人たち"は、彼
らの根差す地域の豊かさを守るため、その力を余すことなく発
揮しています。 

 ルレ・エ・シャトーのヴィジョン 
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地域と共存 
ルレ・エ・シャトーの加盟メンバーは、彼らの根差す地域や歴
史、環境、そして文化を深く理解し、共存することを望んでい
ます。 
 
人間性 
各加盟メンバーは、その地域の文化やライフスタイル、そして
その土地に住む人々を尊重しています。 
 
共有 
各加盟メンバーの責任者は、自身の情熱を顧客だけでなくス
タッフとも共有します。 
 
コミットメント 
ルレ・エ・シャトーは、その地域に連綿と伝わるおもてなしや
料理を更に進化させることに貢献します。 

 

  ルレ・エ・シャトーの価値とは 
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  ルレ・エ・シャトーが展開するデスティネーション 
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世界60か国以上に、約550軒のホテル＆レストランが加盟 
世界最大のシェフ・ネットワークを誇ります 

ホテル-レストラン 
レストラン 
レストランのないホテル 

457 
90 
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 組織団体とのパートナーシップ 

ルレ・エ・シャトーは、2014年11月にユネスコで宣言した≪食とおもてなしによる、より豊かな世界≫を
ヴィジョンとしたコミットメントを実現するために、上記の組織とパートナーシップを組んでいます。 
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ルレ・エ・シャトーとオフィシャル パートナーは、互いに同じ目的を共有しています。それは「本物」の追求。 
ルレ・エ・シャトーと共有する価値観を浸透させるために手を携え、顧客のために唯一無二の体験を提供します。 
そしてルレ・エ・シャトーと共に、技術と時代性を兼ね揃えた職人の価値を最も重要視するブランド・コミュニティ
を形成します。 

 

 オフィシャル パートナー 
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 コンタクト 

Emmanuelle Mananne 
プレス・リレーションズ・マネジャー 

+33 1 45 72 90 13 // +33 6 27 25 38 96 
e.mananne@relaischateaux.com  

Isabelle Mical 
コミュニケーション担当ディレクター 

+33 1 45 72 90 11 // + 33 6 10 56 40 55 

i.mical@relaischateaux.com  

www.relaischateaux.com 

www.relaischateaux.com/magazine 

Apple Store : https://itunes.apple.com/fr/app/relais-et-chateaux-officiel/id346844763?mt=8 

Android : https://play.google.com/store/apps/details?id=com.relaischateaux.android&hl=fr 
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