報道関係各位
プレスリリース
2021年 2月16日
株式会社エフ・ジェイ ホテルズ

『ホテルフォルツァ名古屋栄』2021年3月4日（木）開業
九州を中心に全国に展開するホテルフォルツァが名古屋に初進出
開業記念ユーハイムコラボプラン好評販売中
株式会社エフ・ジェイ ホテルズ（所在地:福岡県福岡市、代表取締役社長:清原 邦彦）は、
『ホテルフ
ォルツァ名古屋栄』
（愛知県名古屋市中区栄3丁目）を2021年3月4日（木）に開業することをお知ら
せいたします。

ホテルフォルツァ名古屋栄 デラックスツインルーム

■ ホテルフォルツァとは
「必要なものを必要なだけ贅沢に配した、くつろぎと眠りを追求するスマートホテル」をコンセプト
とする宿泊重視型のホテルです。
2021年2月現在、博多駅エリアの3軒（博多駅筑紫口Ⅰ・博多駅博多口・博多駅筑紫口Ⅱ）に大分・
長崎・金沢・大阪北浜・札幌駅前と展開しており、
『ホテルフォルツァ名古屋栄』はシリーズ9軒目に
あたります。
さらに、2021年春以降、大阪なんば道頓堀・京都四条河原町の出店を予定しており、
『ホテルフォル
ツァ京都四条河原町』開業時にはシリーズ11軒2,188室となります。
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旅の疲れをいやし心身ともにリラックス・リフレッシュしていただけるよう、
独創的なインテリアデザインながら使い勝手に優れた居心地の良い客室
お客様目線で厳選した備品類
随所に配したコンセント等ストレスなくお過ごしいただける客室環境
全室禁煙
お客様と従業員の健康と安心・安全を第一に考えた衛生管理の徹底
まごころ込めた笑顔とおもてなし
等で各地域において高い評価をいただいております。
■ ホテル概要
ホテル名称
：
公式サイト
所在地

：
：

構成
：
土地建物所有者：
設計
：
施工
：
デザイン
：

ホテルフォルツァ名古屋栄
（ほてるふぉるつぁなごやさかえ）
https://www.hotelforza.jp/nagoyasakae/
愛知県名古屋市中区栄 3-17-25
市営地下鉄名城線矢場町駅から徒歩約 5 分、栄駅から徒歩約 13 分
195 室、直営レストラン 1 店舗（朝食営業のみ）
中電不動産株式会社
株式会社山下設計
鹿島建設株式会社・株式会社トーエネック
有限会社バジック

■ ホテルフォルツァ名古屋栄の特徴
1．交通利便性にすぐれた立地
『ホテルフォルツァ名古屋栄』は、市営地下鉄名城線矢場町駅から徒歩約5分、商業施設や飲食店・
アパレルブランドが多く立ち並ぶ名古屋屈指の繁華街に位置します。
久屋大通公園や白川公園・テレビ塔・栄エリアまで徒歩圏内の好立地です。
2．ビジネスにも観光にも適した客室環境
客室は全11タイプ195室。
全室禁煙で、タイプによって異なる以下の設備を配備し、ビジネスでご利用のお客様だけでなく、観
光で訪れるファミリーやグループのお客様にも、よりリラックス・リフレッシュしていただけるよう
配慮いたしました。
* 服のしわ・ニオイ・ダニや花粉を掛けておくだけですっきりとリフレッシュしてくれるホームク
リーニング機「LGスタイラー」
*「打たせ湯」も楽しめるオーバーヘッドシャワーを備えたバス・トイレ独立型のバスルーム
* 多機能マッサージソファ・マッサージクッション・フットマッサージャー・衣類スチーマー
* インターネット動画サイトやニュースサイトへアクセスできる機能、お手持ちのスマートフォン
とテレビ画面を同期させるキャスト機能とミラーリング機能を導入したテレビ

ホテルフォルツァ名古屋栄 客室イメージ
ホームクリーニング機「LG スタイラー」

ホテルフォルツァ名古屋栄 客室イメージ
打たせ湯も楽しめるオーバーヘッドシャワー
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3. 「FORZA VALUE」安心・安全のための取り組み

除菌作業イメージ

フロントカウンター接客イメージ

ホテルフォルツァでは、お客さまならびに従業員の健康と安全を第一に、お客さまにより安心してお
過ごしいただけるよう衛生管理に努めております。
チェックイン・チェックアウトにあたっては、非接触かつ迅速な手続きを可能にするスマートチェッ
クイン機を導入。
また、一部実施しておりますQRコードチェックインやキャッシュレス決済をより推進してまいりま
す。
「FORZA VALUE」安心・安全のための取り組み https://www.hotelforza.jp/value/
4．充実の名古屋メシが楽しめる朝食！
各地のフォルツァで朝食に高い評価をいただいております。
ここ名古屋でも、定番の朝食メニューに加え
「味噌かつ」「ひつまぶしおにぎり」「あんかけスパゲティ」「味噌おでん」「きしめん」「土手
煮」「名古屋コーチンの塩麹レモン鍋」
といった個性あふれる名古屋メシを多数ご用意し、皆さまの 1 日のスタートをより良いものになる
ようサポートいたします。
■ BAUM HAUS（バウムハウス）
当ホテルは建物の3～16階に開業します。
1～2階には株式会社ユーハイム（所在地:兵庫県神戸市、代表取締役社長:河本 英雄）が運営する食の
未来をテーマにした複合施設「BAUM HAUS（バウムハウス）」が開業されます。
BAUM HAUS は、1FフロアのAI搭載オーブンがその場で焼きあげた添加物不使用のバウムクーヘンを
提供するカフェ・素材や調理法にこだわったデリ・ベーカリーなどを展開するフードホール「BAUM
HAUS EAT」、2Fフロアの会員制のシェアオフィス・ラウンジの他、アバターロボットnewmeをインフ
ラとして常設したスペースで新しいビジネスを創造する「BAUM HAUS WORK」で構成されています。
BAUM HAUS（バウムハウス） https://www.baumhausjapan.com/
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■ 開業記念サービス
1．お得な開業記念プラン
ただいまお得な開業記念プランのご予約を承っております。
予約方法 ： ホテル公式サイト https://www.hotelforza.jp/nagoyasakae
または、開業準備室 052-238-1588 にて承ります。
料金
： ダブルルーム 1 名様利用
5,000 円（税込）～
ダブルルーム 2 名様利用
7,000 円（税込）～
ツインルーム 2 名様利用
11,000 円（税込）～
ツインルーム 3 名様利用
16,500 円（税込）～
ご朝食 大人 1 名様利用
1,500 円（税込）
2．ユーハイム コラボプラン
ユーハイム社の特製バウムクーヘンをセットした特別コラボプランのご予約も承っております。
3．ワインの無料サービス
ロビーラウンジに赤白ワインを提供するワインサーバーを設置。
開業後しばらくの間は開業キャンペーンとして、ご宿泊のお客様へ無料で提供いたします。

ロビーラウンジでのワイン提供イメージ

■ 既存フォルツァ
1） ホテルフォルツァ大分
2008 年 9 月開業、205 室、大分市中央町 1-5-18
2） ホテルフォルツァ博多駅筑紫口Ⅰ
2012 年 12 月開業、2017 年 7 月アネックス棟開業、235 室、福岡市博多区博多駅中央街 416
3） ホテルフォルツァ長崎
2014 年 9 月開業、175 室、長崎市浜町 4-11 ハマクロス 411
4） ホテルフォルツァ博多駅博多口
2017 年 2 月開業、113 室、福岡市博多区博多駅前 2-1-15
5） ホテルフォルツァ金沢
2019 年 10 月開業、193 室、金沢市安江町 2-10
6） ホテルフォルツァ大阪北浜
2019 年 11 月開業、236 室、大阪市中央区今橋 2-2-21
7） ホテルフォルツァ博多駅筑紫口Ⅱ
2020 年 1 月開業、160 室、福岡市博多区博多駅東 1-13-3
8）
ホテルフォルツァ札幌駅前
2020 年 8 月開業、304 室、北海道札幌市中央区北３条西 2-1-1
9） ホテルフォルツァ名古屋栄
2021 年 3 月開業、195 室、名古屋市中区栄 3-17-25
9 軒 1,816 室
4 / 5

■ 開業予定フォルツァ
10） ホテルフォルツァ大阪なんば道頓堀
2021 年春開業予定、180 室、大阪市中央区道頓堀 1-4-22
11） ホテルフォルツァ京都四条河原町
2021 年春開業予定、192 室、京都市下京区四条通立売東町
2 軒 372 室
合計 11 軒 2,188 室
■ 会社概要
当社は、九州・福岡を拠点に半世紀以上にわたり「福岡をもっとエキサイティングに、もっと魅力溢
れる都市にしたい」との想いで都市開発、住宅開発、オフィス・商業施設・ホテル開発・運営を行な
ってきた福岡地所株式会社のグループ企業にてホテル運営を中心としたホスピタリティ事業を担っ
ております。
会社名
所在地
代表者
主要施設

：
：
：
：

株式会社エフ・ジェイ ホテルズ
https://www.fj-hotels.jp
福岡市博多区住吉 1-2-82 グランド ハイアット 福岡 4 階
代表取締役社長 清原邦彦
グランド ハイアット 福岡
http://fukuoka.grand.hyatt.jp
THE BASICS FUKUOKA
https://www.thebasics.jp/fukuoka
ザ・レジデンシャルスイート・福岡 https://www.trs-fukuoka.co.jp
サンライフホテル 2・3 号館
https://www.slh.jp
ホテルフォルツァ大分
https://www.hotelforza.jp/oita
ホテルフォルツァ博多駅筑紫口Ⅰ
https://www.hotelforza.jp/hakata
ホテルフォルツァ長崎
https://www.hotelforza.jp/nagasaki
ホテルフォルツァ博多駅博多口
https://www.hotelforza.jp/hakataguchi
ホテルフォルツァ金沢
https://www.hotelforza.jp/kanazawa
ホテルフォルツァ大阪北浜
https://www.hotelforza.jp/osakakitahama
ホテルフォルツァ博多駅筑紫口Ⅱ
https://www.hotelforza.jp/hakata2
ホテルフォルツァ札幌駅前
https://www.hotelforza.jp/sapporo/ekimae/
ホテルフォルツァ名古屋栄
https://www.hotelforza.jp/nagoyasakae
ホテルフォルツァ大阪なんば道頓堀 2021 年春開業予定
ホテルフォルツァ京都四条河原町
2021 年春開業予定

※添付画像は全てイメージです。実際とは異なる場合がございます。
※掲載されている会社名、製品・サービス名・施設名等固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

■ 本リリースに関するお問合せ先
株式会社エフ・ジェイ ホテルズ 管理部マーケティング課 上田・城本
TEL 092-282-3211（代表）
、FAX 092-282-3212、MAIL info@fj-hotels.jp
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