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社長からのメッセージ

代表取締役社長

定
さ だ や す

保 英
ひ で や

弥

　帝国ホテルは、1890（明治23）年に日本の迎賓館
として誕生しました。創業よりの使命を継承した当社
の理念は、国際的ベストホテルとして国際社会に貢
献することにあります。
　2018年度は、「中期経営計画2016-2018～信頼
の絆を結び、ともに未来へ～」の最終年として、４つ
の重点課題である「安全性の追求」、「帝国ホテルブ
ランドの向上」、「顧客満足の追求」、「イノベーション
への挑戦」への取り組みを鋭意進めてまいりました。
　このビジョンのもと、当社グループは、健全な事業
活動を通じて利益の最大化を図るだけでなく、環境
への配慮、社会貢献、コンプライアンス、ダイバーシ
ティ推進など、ＥＳＧ（環境・社会・企業統治）を意識し
た活動を行ってまいりました。

企業理念
　帝国ホテルは、創業の精神を継ぐ日
本の代表ホテルであり、国際的ベストホ
テルを目指す企業として、最も優れた
サービスと商品を提供することにより、
国際社会の発展と人々の豊かでゆとり
ある生活と文化の向上に貢献する。

　ここに、当年度における当社グループのＣＳＲ活動
を、「ＣＳＲレポート2019」としてまとめました。
　今後も、当社理念のもと、社会と共に歩み続けるホ
テルとして、積極的にＣＳＲを推進してまいります。

行動指針
●   私たちは、その伝統を十分認識し、お客様の要請を発想の原点として、提供す

る総てのサービス、技術の向上改善に徹し、新しい価値の創造に努める。
●  私たちは、創意工夫と挑戦の精神を尊重し、かつ協調と調和の態度を貫くことに
より総合力の向上を追求する。

●  ホテル業が、人を原点とすることを正しく理解し、規範たるホテル十則の導く行動
に徹する。
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コーポレート・ガバナンスに関する基本方針
　当社は、企業理念に従い、国際的ベストホテルを目指
す企業として最も優れたサービスと商品を提供することに
より、ブランド価値の維持向上を図るとともに、コーポレー
ト・ガバナンス体制の充実により、経営の透明性、健全
性、効率性を向上させ、株主、顧客等各ステークホルダー
の信頼確保に努め、持続的な成長・発展とともに、社会
的な責任を果たしていくことが重要と考えております。
　以上を踏まえ当社は、社外取締役の選任による取締
役会の監督機能の強化、監査役および内部監査の連
携による経営の監視体制の充実、執行役員制度の導
入による経営の健全性と効率性の向上を図り、実効性
のあるコーポレート・ガバナンス体制を構築し、持続的
に企業価値を高めることを基本方針としております。

コーポレート・ガバナンス

取締役会

内部統制部 監査役会

会計監査人

監査役付 
使用人

経営会議

常務会 リスク管理 
委員会 環境委員会

各部門 食の安全と 
信頼委員会

選任選任

連携
（内部監査）

監査

監査

選任

連携

株主総会

コンプライアンス
　中期経営計画における重点課題のひとつ「安全性
の追求」は、“企業としての信頼を確立”することを重視
しており、ＣＳＲ推進の上で基本となるガバナンス、コンプ
ライアンスの推進にも努めております。
　当年度も全従業員を対象に、日常業務に潜むコンプ

ライアンス違反、情報漏洩が起こり得る場面での正しい
対応力・判断力、ハラスメントの定義と言動等、多岐にわ
たる内容の研修を実施しました。
　こうした取り組みにより、法令ならびに企業倫理の遵
守のさらなる徹底を図っております。
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社会とともに

環境活動
　当社グループでは、社長を委員長とする「環境委員会」
の下に「グリーンチーム」、「省エネルギーチーム」、「フェ
ニックスチーム」、「グリーン購入チーム」を設置し、環境問
題について全社横断的に、且つ継続的に取り組みを進め
ています。

●環境人づくり企業大賞受賞（３年連続）
　環境省と環境人材育成コンソーシアムが主催する「環
境人づくり企業大賞」において、2016年・2017年に「優秀
賞」、2018年に「奨励賞」となり3年連続で受賞しました。全
社横断的な活動に加え、環
境配慮をお客様への新た
なおもてなしの一つと捉え、
環境配慮に挑戦する人材
の育成に取り組んでいるこ
となどが評価されました。

●モルディブ国視察団の受入れ
　都市化と観光開発が進むモルディブ国の、廃棄物管理
向上を目的とした、同国政府職員等の行政視察団を、東
京二十三区清掃一部事務組合の要請により受入れ、帝
国ホテル東京における、ごみ分別の現場や処理施設を案
内するとともに、リサイクル率向上の事例等、各種取り組み
を紹介しました。

従業員を対象とした、館内省エネ
施設（全熱交換機等）の見学や環
境セミナーの実施

日比谷公園の花壇の一部を、アルミ
缶分別・売却益で管理

当社主催イベントやイルミネーション
をはじめ、駐車場ビル内電気自動
車充電器にもグリーン電力を使用

環境保全に配慮した、レインフォレスト・
アライアンス認証のコーヒー
を一部のレストランで使用

活動の一例

環境委員会

委員長： 社長
メンバー： 役員、全部長、子会社社長

帝国ホテルの環境活動にかかわる基本的な事項を決定します。

グリーンチーム

各分科会から出された課題や提案の取りまとめ、 
社内外への情報発信を行います。

省エネルギーチーム

電気、ガス、水道等、 
エネルギーの使用量の 
削減のための対策を 

検討します。

フェニックスチーム

ごみ量の削減や、 
分別の徹底による 

リサイクル率向上を 
推進します。

グリーン購入チーム

環境にやさしい素材や 
製品への切替えを 

進めます。

環境省での受賞式（2018年5月）
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●第9回帝国ホテル落語会
　２月に、春風亭小朝、三遊亭円楽、林家三平による「帝
国ホテル落語会」を開催し、売上の一部を「東日本大震災
義援金」として寄付しました。

地域社会との共生
 

●地域への貢献活動
　恒例となった８月の「日比谷公園丸の内音頭大盆踊り
大会」は、今回で16回目を迎えました。当社は発足よりこの
大会に参加・協賛しています。

●地域清掃活動への参加
　東京・大阪・上高地・柏の各事
業所において、地域の清掃活動
に積極的に参加しています。

●日比谷 打ち水月間
　７月中旬から８月末にかけて、近隣の１７施設・団体と合
同で「打ち水」を実施しました。今回は東京都とタイアップし、

「涼のおもてなし」をより広げることができました。
　打ち水には当社タワー客室で使用された水を浄化した

「中水」を使用し、環境にも配慮しています。

社会貢献
 

●TABLE FOR TWOへの参加
　世界的な食の不均衡を解消するための
プログラム「TABLE FOR TWO」に賛同
し、従業員食堂で対象のメニューを提供
しています。1食につき従業員から10円、
当社から10円の合計20円を、アフリカ・アジア諸国の学校
給食１食分とし、当年度は約2,600食分を寄付しました。

●「トビタテ！留学JAPAN」への参画
　文部科学省が官民協働で若者の留学促進をするプ
ロジェクト「トビタテ！留学JAPAN」に参画し、日本や世界
の未来を担うグローバル人
材育成を支援しています。

復興支援
 

●「料理ボランティアの会」活動
　食を通じて災害からの復興を支援する、一般社団法人

「料理ボランティアの会」の活動に、当年度も調理部のス
タッフが参加しました。3月に熊本で「復興支援チャリティ食
事会」が開催され、約260名の方々に、熊本の食材を使用
した料理をお楽しみいただきました。

●ベルマーク活動
　従業員のボランティアにより当年度に収集した
ベルマーク３万点を、ベルマーク財団を通じて、
西日本大豪雨で被害にあった小学校に寄贈しました。

東京ミッドタウン日比谷でのオープニングイベント（2018年7月）

上高地を美しくする会への参加



200mm 折　り折　り

5

お客様とともに

お客様の安心と安全 
　お客様から最も信頼されるホテルであるために、食品衛
生、災害時対応など、お客様の安心と安全をしっかりと守り
きる取り組みを進めています。

●食の安全と信頼・衛生対策の推進
　「食の安全と信頼委員会」
のもと、グループ統一のマニュ
アルを整備・運用し、衛生管
理状況の点検や研修などを
定期的に実施し、食中毒事
故等の防止に努めています。

●防災・防犯対策の推進
　お客様、従業員の生命を守るべく、応急救護の有資格

者数の充実を図るとともに、災害等の有事に対応するため
の各種マニュアルを整備・運用し、定期的に訓練を実施し
ています。

さすが帝国ホテル推進活動 
　全従業員が「さすが帝国ホテル」と、お客様や社会から
評価されるよう、帝国ホテルで働くことの原点、サービスの
原点に立ち返って行動するための社内活動です。
　活動の柱には個人表彰・団体表彰制度があり、定期的
に表彰を行っています。
　例年、表彰者のなかから、従業員の投票により大賞を選
ぶ「年間大賞表彰式」を東京・大阪同時中継で開催して
います。この表彰式を通してスタッフの対応を振り返り、
サービスレベルの向上を図っています。

応急救護講習

自衛消防審査会

災害対策訓練

防犯研修

ノロウィルス対策研修
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●ダイバーシティとワークライフバランスの推進
　2016年4月に策定した女性活躍推進行動計画は、当年
度末で計画期間が終了し、積極的な取り組みの結果、 
掲げた数値目標の女性管理職割
合12.1%に対し13.1％となり、目標を
達成しました。2019年には新たな行
動計画を策定し、更に高い目標を掲
げ、外部公表をしています。また、ザ・
クレストホテル柏では「当社初の女
性総支配人」が誕生しました。
　育児支援では、育児休業期間を
3歳に達する年度末に延長、短日数勤務を3日から5日の
間で柔軟に選択できるよう、2019年4月より制度を拡充し
ました。
　なお、シニアの活躍支援にも力を入れており、長年接
客の第一線で活躍したシニア社員の社内講演会を12月
に実施しました。これまでの知識や経験から「帝国ホテル
スタッフとしてあるべき姿」のメッセージが次世代へ発信
され、帝国ホテルの“おもてなしの心”を受け継ぐ貴重な
機会となりました。
　また、シニア社員がこれまで以上に活躍できる機会を
提供すべく、定年後再雇用の年齢を70歳まで引き上げ、
2019年4月より制度を改定しました。
　障がい者雇用についても積極的に取り組み、2006年
度以降法定雇用率を達成しております。
　今後も、多様な価値観を尊重するとともに、様々な背景
を持つ従業員が、能力を最大限に発揮できる働きやすい
職場環境作りに努めてまいります。

従業員とともに

●福利厚生の充実
　上高地社員寮の増築を実施し、全室一人部屋仕様の
快適な生活環境を整備しました。東京の社員寮も全面的
な改修を行い、居室のリニューアル、耐震補強、宅配ボック
スの新設を実施しました。

●従業員を支援する様々な研修の実施
　従業員一人ひとりが、お客様から「さすが帝国ホテル」
と言っていただけるような人材となるための研修やセミナー
を実施しています。
　通信教育制度での自己啓発支援、国際的な視野を
持ったスタッフを育成する「海外留学制度」、「海外ホテル
派遣」のほか、「階層別研修」や「後輩指導力セミナー」な
ど、キャリアアップのための支援を行っています。

●コンクールでの活躍
　厚生労働省、中央職業能力開発
協会および(一社)全国技能士会連合
会共催「天皇陛下御在位三十年記
念 第30回技能グランプリ」において、
当社従業員が金賞を受賞しました。
　また、(一社)カクテル文化振興会主
催「インターナショナルバーショー2018・
第6回なでしこカップ」およびＡＰＧＦ（フ
ランスレストラン文化振興協会）、リエ
ゾン・デ・ルシェルシャー・ド・グゥ（美味追
求者の絆）共催「アンダー29 サービス
コンクール」において、当社女性従業
員がそれぞれ優勝を果たしました。

ザ・クレストホテル柏
田伏総支配人
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帝国ホテルの沿革

１８９０年 1１月 帝国ホテル開業
１９２３年 ９月 ライト館落成
1933年 １０月 上高地帝国ホテル開業
１９４５年 ９月 連合軍の宿舎として接収される
１９５２年 ４月 自由営業再開
１９５８年 8月 インペリアルバイキング営業開始
１９６１年 １０月 東京証券取引所市場第二部に上場
１９６７年 １１月 ライト館閉鎖
１９７０年 ３月 新本館（現本館）開業
１９７１年 １１月 ホテルショップ「ガルガンチュワ」開店
１９８３年 ３月 インペリアルタワー（現帝国ホテルタワー）開業
１９９０年 １１月 開業100周年
１９９６年 ３月 帝国ホテル大阪開業
２０００年 １１月 開業110周年、ザ・クレストホテル柏開業
２００２年 ３月 本館屋上緑化計画工事完了
２００４年 5月 インペリアルバイキング サール、 

インペリアルラウンジ アクア開店
２００５年 １１月 黒田慶樹様と内親王紀宮清子様の婚礼が行われる
２００７年 ３月 パークサイドダイナー開店
２００９年 4月 ハワイの名門ホテル「ハレクラニ」と提携

10月 本館客室全面改修完了
２０１０年 １１月 開業120周年

LHW総会が開催される
２０１２年 １０月ＩＭＦ・世界銀行年次総会が日本で開催され、 

東京国際フォーラムとともに帝国ホテル東京がメイン会場となる
２０１３年 ９月 ライト館誕生から90年・帝国ホテルアーケード開業90周年

１０月 上高地帝国ホテル開業80周年
２０１5年 11月 開業125周年
２０１6年 3月 帝国ホテル大阪開業20周年

4月 タワー館客室全面改修完了
２０１7年 6月 常設展示「インペリアル タイムズ」開設
２０１8年 3月 カフェ クベール開店（大阪）

株式会社帝国ホテル
〒100-8558　東京都千代田区内幸町1-1-1 

TEL （03）3504-1111　 
URL  https://www.imperialhotel.co.jp

上高地帝国ホテル帝国ホテル大阪帝国ホテル東京

エコマーク認定
帝国ホテル
Eco Mark certification
Imperial Hotel


