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ホテル運営状況のお知らせ（2022年6月度） 

 

いちごホテルリート投資法人（以下、「本投資法人」という。）の2022年6月度におけるホテルの

運営状況につき、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

1. 本投資法人が保有する22ホテルの売上高、RevPAR、客室稼働率およびADR 

（1） 22ホテル合計 

 
2022年6月 

(A) 

前年同月 

(B) 

差額 

(A) - (B) 
増減率 

2022年2月～2022年6月 2019年6月 

【ご参考】 期中通算 前年比 増減率 

売上高 （百万円） 474.5 237.6 +237.0 +99.8% 2,146.3 +879.1 +69.4% 681.3 

RevPAR （円） 4,364 2,489 +1,875 +75.3% 4,015 +1,384 +52.6% 6,662 

客室稼働率（%） 80.1 56.2 +23.9 +42.6% 77.1 +20.4 +35.9% 88.0 

ADR（円） 5,446 4,429 +1,017 +23.0% 5,204 +570 +12.3% 7,571 

 

（2） 変動賃料導入の15ホテル合計 

 
2022年6月 

(A) 

前年同月 

(B) 

差額 

(A) - (B) 
増減率 

2022年2月～2022年6月 2019年6月 

【ご参考】 期中通算 前年比 増減率 

売上高 （百万円） 336.0 172.4 +163.6 +94.9% 1,591.0 +686.5 +75.9% 461.2 

RevPAR （円） 4,424 2,671 +1,754 +65.7% 4,195 +1,440 +52.3% 7,705 

客室稼働率（%） 85.3 64.6 +20.7 +32.1% 84.3 +20.4 +32.0% 96.0 

ADR（円） 5,184 4,133 +1,051 +25.4% 4,978 +664 +15.4% 8,030 

 

（3） 固定賃料の7ホテル合計 

 
2022年6月 

(A) 

前年同月 

(B) 

差額 

(A) - (B) 
増減率 

2022年2月～2022年6月 2019年6月 

【ご参考】 期中通算 前年比 増減率 

売上高 （百万円） 122.9 65.2 +57.8 +88.6% 539.7 +177.0 +48.8% 220.2 

RevPAR （円） 4,034 2,138 +1,896 +88.7% 3,491 +1,104 +46.2% 5,934 

客室稼働率（%） 66.4 39.9 +26.5 +66.4% 60.5 +17.7 +41.3% 86.9 

ADR（円） 6,073 5,357 +717 +13.4% 5,769 +196 +3.5% 6,830 
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2. 本投資法人が保有する変動賃料導入ホテルの売上高、RevPAR、客室稼働率およびADR 

ホテル／項目 
2022年6月 

(A) 

前年同月 

(B) 

差額 

(A) - (B) 
増減率 

2022年2月～2022年6月 2019年6月 

【ご参考】 期中通算 前年比 増減率 

ネストホテル 

札幌駅前 

売上高（百万円） 34.4 16.1 +18.4 +114.3% 135.5 +42.8 +46.1% 74.2 

RevPAR （円） 5,918 2,622 +3,296 +125.7% 4,558 +1,465 +47.4% 13,139 

客室稼働率（%） 93.7 77.2 +16.5 +21.3% 94.0 +8.0 +9.3% 98.5 

ADR（円） 6,317 3,396 +2,921 +86.0% 4,847 +1,253 +34.9% 13,336 

ネストホテル 

札幌大通 

売上高（百万円） 26.7 9.2 +17.6 +191.8% 103.2 +55.6 +117.0% 55.3 

RevPAR （円） 6,205 1,997 +4,207 +210.7% 4,732 +2,477 +109.8% 14,187 

客室稼働率（%） 97.2 58.7 +38.6 +65.8% 94.7 +32.4 +52.1% 98.1 

ADR（円） 6,382 3,405 +2,977 +87.4% 4,995 +1,374 +37.9% 14,458 

スマイルホテル 

東京阿佐ヶ谷 

売上高（百万円） 20.7 14.1 +6.5 +46.3% 108.2 +28.0 +34.9% 28.5 

RevPAR （円） 6,074 4,121 +1,953 +47.4% 6,354 +1,718 +37.1% 8,288 

客室稼働率（%） 99.6 97.4 +2.2 +2.3% 96.3 +0.4 +0.4% 98.3 

ADR（円） 6,099 4,232 +1,868 +44.1% 6,600 +1,766 +36.5% 8,429 

ホテルエミット 

渋谷 

売上高（百万円） 14.1 8.8 +5.3 +60.4% 65.7 +22.6 +52.5%  

RevPAR （円） 6,509 4,051 +2,458 +60.7% 6,081 +2,101 +52.8%  

客室稼働率（%） 99.4 99.4 0 0.0% 99.0 +5.6 +6.0%  

ADR（円） 6,545 4,074 +2,471 +60.7% 6,142 +1,879 +44.1%  

ホテルウィング 

インターナショナル 

名古屋 

売上高（百万円） 36.7 9.5 +27.1 +284.7% 183.3 +127.6 +229.0% 36.6 

RevPAR （円） 5,455 1,289 +4,166 +323.3% 5,455 +3,987 +271.5% 4,923 

客室稼働率（%） 100.0 36.2 +63.8 +176.4% 100.0 +61.4 +159.0% 82.3 

ADR（円） 5,455 3,562 +1,893 +53.1% 5,455 +1,652 +43.4% 5,983 

スマイルホテル 

京都四条 

売上高（百万円） 9.3 2.4 +6.9 +285.0% 50.9 +32.3 +173.5% 27.6 

RevPAR （円） 1,991 524 +1,467 +280.0% 2,145 +1,335 +164.7% 5,293 

客室稼働率（%） 57.3 22.4 +34.9 +156.0% 59.5 +34.2 +134.8% 99.1 

ADR（円） 3,473 2,340 +1,133 +48.4% 3,605 +407 +12.7% 5,339 

ザ・ワンファイブ 

大阪堺筋 

売上高（百万円） 10.3 – – – 50.5 – – 21.1 

RevPAR （円） 2,617 – – – 2,567 – – 5,419 

客室稼働率（%） 97.5 – – – 96.0 – – 81.1 

ADR（円） 2,685 – – – 2,673 – – 6,683 

ネストホテル 

大阪心斎橋 

売上高（百万円） 22.6 1.8 +20.8 +1,165.8% 107.1 +96.5 +909.6% 72.4 

RevPAR （円） 2,279 – – – 2,138 +1,808 +546.6% 7,358 

客室稼働率（%） 61.9 – – – 60.9 +51.1 +519.4% 95.4 

ADR（円） 3,685 – – – 3,509 +147 +4.4% 7,714 

ホテルウィング 

インターナショナル 

神戸新長田駅前 

売上高（百万円） 20.7 13.8 +6.8 +49.5% 97.2 +33.4 +52.3% 23.5 

RevPAR （円） 4,906 3,059 +1,847 +60.4% 4,548 +1,725 +61.1% 5,358 

客室稼働率（%） 66.1 41.9 +24.2 +57.7% 61.6 +19.5 +46.2% 70.4 

ADR（円） 7,426 7,305 +121 +1.7% 7,385 +683 +10.2% 7,611 

ネストホテル 

松山 

売上高（百万円） 29.1 14.7 +14.4 +97.9% 129.9 +55.2 +73.8% 44.7 

RevPAR （円） 3,961 2,100 +1,861 +88.6% 3,583 +1,422 +65.8% 5,196 

客室稼働率（%） 78.2 54.0 +24.1 +44.7% 76.4 +25.0 +48.5% 88.2 

ADR（円） 5,068 3,887 +1,180 +30.4% 4,691 +487 +11.6% 5,889 

          

          

          



 
 3 

ホテル／項目 
2022年6月 

(A) 

前年同月 

(B) 

差額 

(A) - (B) 
増減率 

2022年2月～2022年6月 2019年6月 

【ご参考】 期中通算 前年比 増減率 

ザ・ワンファイブ 

岡山 

売上高（百万円） 22.2 13.9 +8.3 +59.2% 112.4 +39.7 +54.5% 31.1 

RevPAR （円） 3,410 2,119 +1,291 +61.0% 3,452 +1,204 +53.6% 4,761 

客室稼働率（%） 97.8 90.8 +7.0 +7.7% 97.7 +9.4 +10.7% 87.5 

ADR（円） 3,488 2,334 +1,154 +49.4% 3,535 +988 +38.8% 5,441 

ザ・ワンファイブ 

ガーデン倉敷 

売上高（百万円） 11.1 8.5 +2.6 +31.0% 53.7 +14.2 +35.8% 24.5 

RevPAR （円） 3,124 2,266 +858 +37.9% 3,020 +1,053 +53.6% 6,541 

客室稼働率（%） 46.2 46.9 -0.8 -1.7% 42.0 +7.2 +20.9% 93.2 

ADR（円） 6,766 4,826 +1,940 +40.2% 7,199 +1,532 +27.0% 7,016 

ヴァリエホテル 

広島 

売上高（百万円） 38.5 39.7 -1.2 -3.1% 193.6 -0.9 -0.4%  

RevPAR （円） 7,500 7,500 0 0.0% 7,500 +289 +4.0%  

客室稼働率（%） 100.0 100.0 0 0.0% 100.0 +4.1 +4.3%  

ADR（円） 7,500 7,500 0 0.0% 7,500 -23 -0.3%  

ザ・ワンファイブ 

福岡天神 

売上高（百万円） 9.5 5.7 +3.8 +66.1% 48.2 +16.3 +51.2% 22.5 

RevPAR （円） 3,683 2,051 +1,633 +79.6% 3,758 +1,415 +60.4% 9,087 

客室稼働率（%） 97.8 87.3 +10.5 +12.0% 93.3 +4.5 +5.0% 96.4 

ADR（円） 3,765 2,349 +1,416 +60.3% 4,026 +1,389 +52.7% 9,426 

ネストホテル 

熊本 

売上高（百万円） 30.2 14.1 +16.0 +113.1% 151.5 +72.7 +92.3% 30.2 

RevPAR （円） 5,000 2,091 +2,909 +139.1% 4,999 +2,656 +113.4% 4,406 

客室稼働率（%） 100.0 58.0 +42.0 +72.5% 100.0 +37.1 +59.0% 71.4 

ADR（円） 5,000 3,607 +1,393 +38.6% 4,999 +1,275 +34.2% 6,167 

 

3. 本投資法人が保有する固定賃料ホテルの売上高、RevPAR、客室稼働率およびADR 

ホテル／項目 
2022年6月 

(A) 

前年同月 

(B) 

差額 

(A) - (B) 
増減率 

2022年2月～2022年6月 2019年6月 

【ご参考】 期中通算 前年比 増減率 

コンフォートホテル 

釧路 

売上高（百万円） 21.0 11.7 +9.3 +79.9% 79.8 +24.1 +43.3% 17.6 

RevPAR （円） 5,243 2,911 +2,332 +80.1% 3,964 +1,188 +42.8% 4,401 

客室稼働率（%） 83.4 59.4 +24.0 +40.5% 73.7 +16.2 +28.2% 79.2 

ADR（円） 6,288 4,904 +1,384 +28.2% 5,375 +550 +11.4% 5,560 

コンフォートホテル 

浜松 

売上高（百万円） 23.5 12.0 +11.5 +95.3% 104.8 +34.7 +49.6% 27.2 

RevPAR （円） 3,996 2,046 +1,950 +95.3% 3,565 +1,182 +49.6% 4,619 

客室稼働率（%） 75.7 43.6 +32.1 +73.7% 67.2 +18.6 +38.2% 81.5 

ADR（円） 5,280 4,696 +584 +12.4% 5,305 +403 +8.2% 5,670 

コンフォートホテル 

中部国際空港 

売上高（百万円） 49.3 30.0 +19.2 +64.0% 218.0 +82.5 +60.8% 91.8 

RevPAR （円） 4,612 2,823 +1,789 +63.4% 4,071 +1,528 +60.1% 8,456 

客室稼働率（%） 61.9 40.6 +21.4 +52.7% 55.3 +19.3 +53.8% 92.3 

ADR（円） 7,446 6,958 +488 +7.0% 7,357 +292 +4.1% 9,166 

コンフォートホテル 

鈴鹿 

売上高（百万円） 12.0 7.6 +4.4 +57.9% 64.7 +27.0 +71.6% 14.5 

RevPAR （円） 3,795 2,386 +1,409 +59.1% 4,093 +1,732 +73.3% 4,564 

客室稼働率（%） 71.3 52.4 +18.9 +36.0% 73.5 +25.0 +51.6% 82.2 

ADR（円） 5,323 4,552 +771 +16.9% 5,565 +699 +14.4% 5,555 

アーバイン広島 

エグゼクティブ 

売上高（百万円） 13.2 0.8 +12.4 +1,473.7% 50.3 +2.8 +5.9% 30.8 

RevPAR （円） 2,577 164 +2,413 +1,473.7% 1,963 +109 +5.9% 6,006 

客室稼働率（%） 48.7 3.0 +45.6 +1,510.3% 36.7 +10.5 +40.0% 91.1 

ADR（円） 5,296 5,419 -123 -2.3% 5,354 -1,726 -24.4% 6,592 
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ホテル／項目 
2022年6月 

(A) 

前年同月 

(B) 

差額 

(A) - (B) 
増減率 

2022年2月～2022年6月 2019年6月 

【ご参考】 期中通算 前年比 増減率 

コンフォートホテル 

長野 

売上高（百万円） 15.6 – – – 15.6 – –  

RevPAR （円） 6,815 – – – 6,815 – –  

客室稼働率（%） 98.0 – – – 98.0 – –  

ADR（円） 6,952 – – – 6,952 – –  

※1  上述の数値は賃借人から取得した情報を原則としてそのまま記載しておりますが、一部は賃借人

から取得した情報に基づき、いちご投資顧問株式会社にて集計しております。各月の数値につい

ては監査等の手続きを経ているものではなく、個々の数値の正確性について保証できるもので

はありません。また、上述の各数値は、今後提出する有価証券報告書等の資料に記載の数値と一

致しない場合があります。 

※2  「売上高」とは、賃借人が旅行宿泊施設運営事業およびその付帯事業により得た収入のことをい

い、単位未満を四捨五入して記載しております。ザ・ワンファイブ大阪堺筋、ホテルウィングイ

ンターナショナル神戸新長田駅前およびスマイルホテル東京阿佐ヶ谷における店舗に係る賃料

およびネストホテル熊本における外部貸し宴会場に係る賃料は含まれておりません。 

※3  「RevPAR」とは、1日当たり販売可能客室数当たり宿泊売上高合計（Revenue Per Available Room）

をいい、一定期間の宿泊売上高合計（料飲売上、その他売上およびサービス料等を除きます。）

を同期間の販売可能客室数合計で除した値を記載しております。 

※4 「客室稼働率」は、以下の計算式により求められる数値を記載しております。 

客室稼働率 ＝ 対象期間中に稼働した延べ客室数 ÷（対象期間中の全客室数 × 対象期間の営業

日数） 

なお、予定滞在期間の宿泊料を支払っているにもかかわらず滞在期限前にチェックアウトした客

室に別の当日客を宿泊させる場合や、時間利用の場合に、上述「対象期間中に稼働した延べ客室

数」に加算することがあり得るため、客室稼働率は100%を超える場合があります。 

※5 「ADR」とは、平均客室販売単価（Average Daily Rate）をいい、一定期間の宿泊売上高合計（料

飲売上、その他売上およびサービス料等を除きます。）を同期間の販売客室数（稼働した延べ客

室数）合計で除した値の単位未満を四捨五入して記載しております。 

※6  当月末時点で本投資法人が保有するホテルは24ホテルですが、カプセルプラス横浜および下関駅

西ワシントンホテルプラザについては賃借人から運営実績の開示についての同意が得られてい

ないため集計対象外としております。また、ホテルリブマックス日本橋箱崎につきましても、賃

借人から運営実績の開示についての同意が得られていないため個別での開示はしておりません

が、保有22ホテル合計および固定賃料の7ホテル合計には含まれております。 

※7 ヴァリエホテル広島は、2021年2月8日以降、広島県により一棟での借り上げがなされております。 

※8  ホテルウィングインターナショナル名古屋は、2022年1月28日以降、愛知県により一棟での借り

上げがなされております。 

※9 ネストホテル熊本は、2022年2月1日以降、熊本県により一棟での借り上げがなされております。 

※10 本投資法人保有以前のデータは、前所有者から受領したデータに基づき記載しております。 

※11 本投資法人が保有する22ホテルの売上高、RevPAR、客室稼働率およびADRに記載されている

2019年6月【ご参考】の各種指標は、2019年6月から現在まで継続保有している19物件について集

計しており、ヴァリエホテル広島、ホテルエミット渋谷、コンフォートホテル長野は含まれてお

りません。また、ザ・ワンファイブ岡山は2019年6月時点では、コンフォートホテル岡山として

営業しており、固定賃料ホテルとして集計しております。 
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4. 対前年同月比差異の主な要因 

2022年6月につきましては、国内レジャー需要の回復ならびに各種イベントの開催等による団体

需要の獲得により、すべての指標で前年同月実績を大きく上回り、RevPARは2020年3月以降で最も

高い結果となりました。コロナの影響がなかった2019年同月比では、集計対象の22ホテルの合計で、

すべての指標が下回っておりますが、ホテル需要は回復傾向にあり、各ホテルでは、引き続き感染症

対策に努めつつ、マーケットに応じた新たな商品展開等による需要の取り込みに注力しております。 

 

5. 収益向上に向けた取り組み 

スマイルホテル東京阿佐ヶ谷においては、「宿泊施設非接触型サービス等導入支援補助金」（対

象経費 2/3 以内）を活用した空気清浄機の全室導入等、お客様が安心・安全にご利用いただけるよ

うな環境整備に取り組んでおります。また、東京都が実施する「社会と家族を守る宿泊型テレワー

クによるBCP支援事業」の対象施設にも選定され、新たな需要取り込みの宿泊プランも展開してお

ります。 

本投資法人では、今後も運営会社や自治体とともに新たな生活様式に応じた取り組みを通じてお

客様の満足度と収益性の向上に努めてまいります。 

 

以 上 


