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ゴールドコーストの
未来の星 
ゴールドコーストを代表する名所の中でも確
固たる上位を保つジュピターズ・ホテル&カシ
ノ（Jupiters Hotel & Casino）は、急成長を続
けるホスピタリティとツーリズム業界の最先
端で、常に高水準の雅と美を備えた優秀なサ
ービスを提供し、時代に刺激を与えエキサイ
トを触発する変貌を続けています。
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600もの部屋数を誇るジュピターズホテル＆カシノは、国
内最大級の居住型コンファレンス＆イベント・ベニューとし
て、今やオーストラリアツーリズムを代表する顔といえるで
しょう。しかしスター・エンターテインメント・グループ（The 

Star Entertainment Group）はなお一層、世界級の総
合リゾートを目指し、常に業界に新しい刺激を触発します。 

現在34,500万ドルを投資して様々な改造が行われる中、
今年後半ジュピターズはブランド名を改めザ・スター・ゴ
ールドコーストとなります。今までの総合ホテルから、新
たな品格、エクセレントなゲストサービスを前面に打ち出
す新時代の幕開です。

この客室活性化のプロジェクトは、すでに完了したホテル
正面玄関およびプールの周辺工事を含めると、オーストラ
リアのホテル改装史上例を見ない広大な土地を利用した
高額投資です。また完成の暁には、初めてゴールドコース
トに６つ星宿泊施設が誕生することになり、世界の旅行
先候補ナンバーワンのゴールドコーストの知名度が一層
高まること確実です。

色鮮やかな新設レストラン＆バーを始め、快適なリゾート
プール、デザイナーホテル客室、再装備で新しい息吹を感
じさせるゲーム施設、そして豪華スイートルームを備える
６つ星ホテルタワー。これらの開発により、ジュピターズ
は引き続きゴールドコーストを「絶対訪れたい旅行先」と
しての重要な役目を果たすことになります。

© The Star Entertainment Group. All rights reserved. Artist impression only.

ゴールドコーストの
未来の星 (…続)
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これまでのジュピターズの旅
今回のジュピターズの改造は、開設以来30年の歴史において、非常に意義深い布石となるはずです。私共は、関係者ならびに
顧客の方 と々この経過を分かち合うことができ、誠に感無量の思いです。最近の進展については、すでにメディアを通じて、あ
るいは実際に工事見学等でご存知の方もいらっしゃるでしょう。以下、未来に向かって前進を続けるジュピターズの過去３年
間の足取りを簡略にまとめましたので、ご覧ください。

2014 年
• ジュピターズのラグジュリアスなプール

サイド周辺、プライベート・バンガローと
カバーナなどの様々なアメニティが装
備される。

• 建物の白い外壁の塗装に、12,000リッ
トルを超すペンキを使い8,000時間以
上がかけられる。

• 流行最先端を行く日本食レストラン キヨ
ミKiyomi開店。その後6か月で名門シェ
フズハットを受賞し、シェフのチェイス・
コジマ氏は一躍国際的に有名なレスト
ラン経営シェフに。

• 室内・戸外どちらでも楽しめる伝統的イ
タリア料理レストランCucina Vivo(クチ
ナ・ヴィヴォ)が開館。地元産の新鮮な食
産物を活かした料理で、ご家族やご友人
とご満悦のひと時を。

2015 年
• ゴールドコースト初の６つ星の宿泊施

設建築開始。

• ジュピターズ、2018年コモンウエルス
競技大会（開催地ゴールドコースト）の
最初の公認パートナーとなる。

• ツーリズムのアイコン、ゴールドコース
トで30周年を祝う。この年の来客数1
億人突破。

• 国際級のペントハウス、エグゼクティブ
デラックスルーム、豪華スイートルーム
など、他ではないラグジュリーとパーソ
ナルニーズを充足する新しい四階層エ
グゼクティブフロアを公開。

 

2016 年
• ユニークなデザイン芝生と、熱帯雨林

が繁茂する植物園を望む史上最大規
模のレストラン、ガーデンキッチン＆バ
ーが新設。広々デッキでこの地方の新
鮮な季節の食産物をどうぞ。

• ゴールドコースト市協賛の100万ドル
の公園美化プロジェクト（ゴールドコー
ストハイウェイとT Eピーターズドライ
ブの交差点）が公表。

• ホテル に隣 接 する海 岸 沿 い に、ほ ぼ
1400室を満たす高さ200メートルの宿
泊ホテルタワー新設計画をスター・エン
ターテインメント・グループが検討開始。



3

昨年12月、待望のホテル室内公開が行われ、かつてない
パーソナルニーズの充足と無比無類のラグジュリーへの期
待は最高潮を迎えました。

私どもが7500万ドルを投じて革新を続けるこのホテルには、国
際級のペントハウス、エグゼクティブ・デラックスルーム、豪華ス
イートルームを含んだエグゼクティブフロアが四つも。お客様へ
のサービス品格の基準を一層高めた、これまでにない贅沢なホ
テルとなっています。

ここちよくリラックスできることを念頭に改装された客室は、ゴー
ルドコーストならではのビーチサイド・ライフスタイルを満喫し
ていただける心配りがされています。国内はもちろん世界中から
とりよせた最上級の品物だけを使用し、国際的に有名なブランド
L’OCCITANEのレイン・シャワーヘッドや入浴剤など、ゆったり
とした贅沢気分を味わっていただけます。

無比無類の 
ラグジュリー

客室には室温・室内照明・外の採光の自由調節を始め、ご希望に
沿った諸々のサービスを配し、また多機能USBコンセント、高速
ブロードバンドインターネットなどの総合テクノロジーを駆使し
た最先端技術のオートメーションを装備しています。

スタイリッシュな21階に位置したパシフィックビュー・スイート
ルームからは、ゴールドコーストのスカイラインを360度一望で
きます。またプライベートサンテラス、開放的な大型リビング・
ダイニングが付いたオーシャンテラス・スイートならびにキン
グテラス・スイートや豪華ペントハウスからは、ブルーテュース
(Bluetooth) を使ったインターネット接続でボーズ（Bose）サウ
ンドシステムを完備し、室内・戸外どこでもスムーズな娯楽を味
わっていただけます。

次の投資段階では、残り500室の改装工事が予定されています。
新規改装のスーペリア・デラックスルームのオープンは今年6月、
そして2016年末までには全館すべて完了する見込みです。

ペントハウス 

ペントハウス

ペントハウス



4

エグゼクティブ・デラックス・ルーム

キング・テラス・スイートルーム

オーシャン・テラス・スイートルーム

バスルーム

バスルーム

客室

客室

バスルーム

リビングエリア

リビングエリア

ダイニングエリア

ツイン仕様
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ジュピターズでし 
ぶきを上げよう！
1年で平均300日間、晴れやかな陽光を楽しめるゴールド
コースト！このすばらしい天候の下、最高のバカンス気分を
味わうには、プライベートのアウトドア・スパ付きプールサイ
ド新設バンガローのご予約がお勧めです。

2014年12月、この 豪華バンガローの改装が完了しまし
た。プールとバーを360度見渡せるパノラマビューをご満
喫いただける広々としたデッキを始め、ラグジュリーラウ
ンジスイート、無料提供のWiFi 、さらにスタイリッシュなア
メニティグッズをご用意したスーパーバンガローでは、海
外旅行など経験豊富なビジネスマンの方でも、心身とも
にゆったりとくつろいでいただけます。

プライベート・バンガローやカバーナの個人賃貸、様々な
アメニティやスナックのご要望にもお応えいたします。
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昨年8月、ゴールドコースト史上初の6つ星ラグジュリー
ホテルタワーの建設開始記念イベントとして、クィーンズ
ランド州知事のアナスタシア・パラシャック (Annastacia 

Palaszczuk) 氏にご訪問いただきました。

全室ラグジュリースイートルーム、しかも斬新でユニーク
なバー＆レストラン、プライベートゲーム室とバトラーサ
ービスを前面に打ち出した６つ星のオール・スイート・タ
ワーは、その新しい品格のラグジュリーで、国内のみなら
ず広く海外からもお客様を惹きつけること間違いありま
せん。

このラグジュリー開発により、「必ず訪れたい旅行先」トッ
プリストに上るゴールドコーストの 定評が今後もさらに
強まること間違いありません。そこでは、以下のような個人
旅行客のあらゆるニーズに応じるためのゆったりとした
スペースが確保されています。

• 17 階におよぶ広 と々したラグジュリースイートルーム
• 最高品質のアメニティと装飾
• バトラーサービス
• 新しいVIPゲーム設備
• エキサイティングでユニークな新設レストラン＆バー
• ハイエンドの顧客向けラウンジバーとインフィニテ

ィ・エッジプール
• 真に６つ星のサービス

完成予定を2017年後半に控え、現在首尾よく工事進行
中。このホテルタワーは、ジュピターズの改革変貌の目玉、
いわゆるセンターピースとなり、ゴールドコーストのコモ
ンウェルスゲームが開催される2018年には100％運営さ
れていることが見込まれています。

史上初の  
画期的マイルストーン
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KIYOMI  
に敬礼！
2014年12月オープン以来、独特な個性を持つ日本食レストランキヨミは、オーストラリ
ア中で急速に注目と称賛を集め、この国で最上の名門レストランと肩を並べるほどに
成長しています。

「ゴールドコーストに、地元住民も旅行者も楽しめて、何度も足を運びたくなるよう
なスタイリッシュな場所を」というコンセプトで始まったレストラン、Kiyomi。その構
想は大成功を収めたといっても過言ではありません。

アメリカを始め世界にレストランエグゼクティブシェフとして知られるチェイ
ス・コジマ氏が率いるこのレストランは　開店わずか6か月で、かの有名なブ
リスベンタイムズのグッドフードガイド・シェフズハットを受賞し、いっきに業
界の注目を集めました。

新鮮な味覚、すばらしいサービス、そして目を疑うよう
な巧妙なデザインが認められ、以下の数々の受賞で
Kiyomiの成功は確固たるものになりました。

• 2015年度オーストラリアレストラン＆ケイタリング・
エクセレンス大賞ベスト･ニュー･レストラン(州およ
び全国)

• 2015年度クィーンズランドホテル連盟(QHA) エクセ
レンス大賞ベスト・プレステージレストラン

• 2015年QHAエクセレンス大賞 フード＆ベバレッジ
部門ベスト エンプロイー（ヘッドバーテンダーのト
ム・エンジェル）

• 2015年度オーストラリアホテル連盟 (AHA)エクセレ
ンス大賞シェフ・オブ・ザ・イヤー（チェイス・コジマ）

• 一流レストランの登竜門、国際レストラン＆バーデザ
インの2015年度賞候補

刺身プラッターから巻寿司まで、とくに受賞に輝くゴマス
トリート・デザートは絶対にお勧めです。

Kiyomiの創作料理は、食材本来の味をご賞味いただくた
め、使用する食材はすべて最高品質の新鮮な食材のみ。

ジュピターズゴールドコーストロビー階のKiyomiは月曜
から土曜まで営業、開店時間5.30pmです。
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アモーレの味 CUCINA VIVO
2014年12月にオープンしたイタリア料理レストラン、クチ
ナ・ヴィヴォでは、おしゃれなバルコニーからプールを見下
ろせます。ジュピターズ史上唯一の、室内・戸外ともにダイ
ニング経験をお楽しみいただけます。

美しい景観をバックに、親しい方々と心のこもったおいし
い料理を楽しむことこそ、人生の醍醐味だという伝統的な
イタリア料理文化を、カジュアルに皆様に味わっていただ
きたいという心意気がこのレストランのバックボーンなの
です。

この12ヵ月間、クチナ・ヴィヴォは数多くのダイナーや批評
家から称賛を浴び、開店からわずか一年でクィーンズラン
ドホテル連盟によりエクセレンスアウォードで「クィーンズ
ランド最良のレストラン兼宿泊施設」と認定されました。

240席を配するクチナ・ヴィヴォでは、ゴールドコーストで
正真正銘のイタリア料理を味わっていただくために最上
級の料理技術を採択しております。ディナー予約は火曜か
ら土曜まで¬、プライベートの宴会ご予約は一週間毎日お
受けいたします。
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クチナ・ヴィヴォとキヨミの人気と成功に続き、新設レストラ
ンの Garden Kitchen & Bar がオープンしました。

今年初頭にオープンし Garden Kitchen & Bar は、ゴール
ドコーストの陽光にあふれた気候と、贅沢にゆったりした
ライフスタイルを取り入れ、真のクィーンズランド式デザ
インでゴールドコーストの美を表現しています。

食にこだわる  
フレッシュなアプローチ 

自然光に包まれた広々としたモダンなダイニング＆バー
には、ちょっとプライバシーが欲しいお客さまのためにセ
ミ・プライベートのダイニングルーム「 シェフの ロティゼリ
ー(Chef’s  Rotisserie)」や、新しく敷き詰めた芝生が青々
しい専用アウトドアバーのある日差したっぷりのデッキの
あるオープンキッチンがあります。

舌なめずりをしてしまいそうな季節の創作料理の秘訣は、
才能あふれるシェフたちの徹底した食材へのこだわり。ハ
ーブや野菜はレストランで育成し、しかも最良のものを選
り抜いて使用しています。



10

モダンな一般ダイニングエリア隣接の室内バーに
は、美しいインテリアが13メートルも続いています。
また手造ビールやワインセレクション、また100%認
定のアラビカコーヒー豆とコールドブルーの本格ア
イスコーヒーもお楽しみいただけます。

Garden Kitchen & Bar はジュピターズ・ゴールドコ
ーストの一階に位置し、現在、朝食・昼食・ディナーと
毎日午前7時から夜遅くまでご利用可能です。 
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今年初頭、ガーデンキッチン＆バーの建築のさなか、人
気のパビリオン・ローンの緑の芝生エリアが大々的な改
造を終え、再開しました。

新設した人気の室内・戸外レストラン、ザ・パビリオン
(The Pavilion) とマーキー (The Marquee）に挟まれた便
利なエリアが、美しく生まれ変わりました。スムーズな車
の往来を可能にしたサーキュラードライブウェイ、車椅
子でも楽々とアクセスできるエントリー、アウトドアベン
チ、さらに芝生の上にはスタイリッシュなソファを備え、 
Garden Kitchen & Bar の広 と々したアウトドアデッキ
やバーエリアにも様々な改造が行われました。

芝生の  
緑が美しい場所

のどかな風景の周辺には、ちょっとくつろぐお昼休みはい
かがでしょう。サプライズパーティーなどちょっとしたテー
マがあれば、夕日が西の地平線に沈むころ、美しい景観と
ともに忘れられないカクテルパーティ経験の演出をお手
伝いできます。

この750平方メートルの芝生エリアは、ゴールドコースト
ならではの斬新なイベントにぴったりの多目的スペース
です。カクテルパーティ、ピクニックランチ、アウトドアディ
ナーに始まり、仲間づくり集会などでも必要な屋台や簡
易食堂、650席から1000席のアウトドアシアターまで、あ
らゆるニーズを満たします。 



12

スター・エンターテインメントグループのゴールドコースト
での大投資の次の段階として、すでに約700客室とアパー
トメントを収容する200 メートルの新しいホテルタワーの
計画が開始しました。

さまざまな承認許可を待つ一方、スター・エンターテイン
メントグループは、クィーンズワーフ・ブリスベンの提携
企業、香港を拠点とする周大福企業有限公司 (Chow Tai  

Fook Enterprises) と遠東発展有限公司 (Far East 

Consortium) とともに、ブロードビーチ島でまだ開拓余
地がある土地を求めています。

香港でこの3企業の主要役職が集合し、クィーンズランド 
州知事のアナスタシア・パラシャックを交えて会議を行い 、 
全員がゴールドコースト開発に協力関与する同意書に署
名しました。

新しい極みへ
この新設タワーにより、4.5星とアパートメントタワーに加
え、現存のアップグレードした5星ホテル、6星の品格とサ
ービスをお届けする新しいラグジュリアスな全スイート・
タワーなど、多重な宿泊オプションをお客様にご提供でき
るようになります。

現行のホテル改装と、工事がすでに開始している6星のオ
ールスイートタワー、企画中の追加により、全部で1000 を
超える工事作業が発生する可能性があり、継続する工事
を加えると私たちの従業員数は2300名ほどに増えること
が見込まれ ています。

この公表は、現存するホテルの改装と6星オールスイート
ホテルの建築に注入する34,500万ドルに追加されるもの
です。承認されれば、投資計画の総額は、約85,000万ドル
に到達する可能性があります。それはとりもなおさず、この
地域の長期成長を約束するものです。 
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ゴールドコースト市の協賛を得て、今年早々、わが社はブ
ロードビーチ周辺地域のため、運河に面するパークランド
の開発計画を発表しました。

ゴールドコーストハイウェイと T Eピーターズドライブの
交差点に位置したこの100万ドルをかけた美化プロジェ
クトが完成すれば、何年間も十分な稼働をされず勿体な
かったこの土地は、生き生きとよみがえことるでしょう。そ
してその恩恵は地域住民のみにとどまらず、ツーリストの
ために交通連結状況を改善することができます。

 地域コミュニティ
の連結強化

多大な期待がかかるこの再開発工事の着工は2017年12

月に予定されています。工事後の営業再開はゴールドコ
ーストでコモンウェルスゲームが行われる2018年の予定
です。新しい歩道と広々とした空間にはパビリオンが立ち
並び、機能照明も配備、そして現在も生い茂るモレトンベ
イイチジクの木々が木陰を作ってくれます。

工事中は、この土地に6星オールスイートタワー新設建築
のための事務所が建てられる予定です。

Concept image for illustration purposes only. 



14

2016 年
• 名物ガラス製の屋根の張替

• 現存のスーペリアルームの改装

• メインゲームフロアの再生化

• ロビーフロアチェックインのリフレッシュ

• アトリウム・バーのニュールック披露

• アトリウムの上の帆の屋根を張替

• 新装披露到着経験

• フロア間自動昇降設備の改装

• 飲食店エリアの改装

• 飲食店の改善新設６つ星タワー建築進行中

© Jupiters Gold Coast 2016. All rights reserved. Concept images for illustration purposes only.

今後2年間の進行状況のお知らせです。 エグゼクティブフロアの改装はすべて終了し、スーペリアデラックスルームも着 と々工
事が進行中です。予定通り、オーストラリア最大のホテル改装は2016年末に終了し、初の6星オールスイートタワーのラグジュ
リーホテルオープンも2017年後半に実現できることでしょう。 

この美しい都市や自然の長所を凝縮した、世界レベルの総合リゾートの創設に向けて私どもは日夜努力を続けております。
皆様にこの今後数か月間のようすをぜひご覧になっていただきたく存じます。 

この開発事業のトランスフォメーションウエブサイトwww.jupiterstransformation.com.auではビジュアルに改装工事の
日々の進展が継続してご覧いただけますので、ぜひご利用ください。

一般諸事に関しては、ジュピターズ（+61 7 5592 8100）までお電話でご質問下さい。 

*上記は方針目標であり、予想不能
の事態発生などにより遅延・変更
の可能性があることをご承知くだ
さい。騒音を発生する工事は午前7
時から午後7時までに限って毎日行
われます。

主要日程*

Jupiters Hotel & Casino practises the responsible service of alcohol.

http://www.jupiterstransformation.com.au
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