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シルバー人口の増加を追い風に、不利な経営
環境をＩＴの活用ときめ細かい努力で克服
しながら、多様化する宿泊ニーズをつかむ

◎ はじめに
山陰の過疎地という、一見するとホテルビジ
ネスとは無縁のように思える旧田万川町に、リ
ゾートホテル「ミレ・オ・マーレ」
（イタリア
語で「海を望む」
）はある。山口県の最北端に
位置し、平成17年に萩市と合併した旧田万川町
は、人口3,400人。住民の約４割が65歳以上だ。
萩の中心市街地から車で約50分。交通アクセ

ミレ・オ・マーレ

スも良いとはいえない。
大阪に住んでいた鈴木夫妻が、なぜ当地で起
業したのか。不利な環境や経営の大黒柱である
夫の突然の不幸をいかに克服し、鈴木社長はど
のようにして激化する競争に打ち勝とうとして
鈴木

典 子 社長

（すずき・のりこ）

●会社概要
所 在 地：萩市江崎 18-20
設

立：平成 5 年 10 月

いるのか。人口減少と高齢化に苦しむ過疎地に
ある「小さなホテル」の挑戦を取り上げた。

◎当地での開業に至る経緯
■友人のペンション経営を５年間引き継ぐ
大阪に住んでいた鈴木夫妻が旧田万川町に来

資 本 金：800 万円

たのは、今から19年前だ。当地でペンションを

従 業 員：4 名

経営していた夫の調理師学校時代の同級生から

事業内容：ホテル（10 室、最大 25 人宿泊）
イタリアン・レストラン
Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.pool.co.jp/mire

「ペンション経営を引き継がないか？」
、と持ち
掛けられたことがキッカケだった。
鈴木社長の夫は、当時、大阪北新地の名前の
知れたイタリア料理店で調理師として働いてい
た。20年が過ぎ「そろそろ独立したい」と考え
ていたこともあり、昭和63年10月ペンション経

●会社沿革
昭和63年10月 友人のペンション「デンバー」
（萩市）
を賃借しペンション経営を開始
平成５年９月 上記経営から撤退
平成６年６月 ｢ホテル ミレ・オ・マーレ｣新築・開業
平成７年10月 鈴木典子氏代表取締役に就任
平成18年

秋 鈴木社長の夫が逝去

平成19年４月 全面リニューアル

▲ホテル外観
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営を決断。
「５年限り」という条件であった。

ョン宿泊客の不満をよく聞いていたので、「海
の見える場所」にこだわったという。

■夫婦で定住を決意
元々定住の意思があった訳ではない。約束の
５年が過ぎ友人は施設の買取りを希望したが、

◎経営の最大の転機
■大黒柱の主人が病に倒れる

これを断り平成５年９月末、ペンション経営か

順調に見えた夫婦二人三脚の経営に、転機は

ら退いた。ペンションの部屋から日本海が見え

突然訪れた。夫が病に倒れ、平成18年秋、57歳

なかったからだ。この間、夫は当地での生活が

で帰らぬ人となったのだ。

気に入り、
定住する決意を固めていった。だが、

開業後、典子さんは社長として経営を、夫は

鈴木社長にはその気持ちはなく、
「大阪に帰り、

調理師として料理をそれぞれ担当し、助け合い

商売を始めたい」と、夫に内緒で神戸や西宮に

ながら経営を軌道に乗せていった。平成16年11

物件探しに行ったほどだ。

月には、
「ピザのインターネット販売」をテー

また、
「調理師の主人は、日本海の魚介類や

マに策定したプランが、
「山口県中小企業経営

地元の野菜、漁師との付き合いなど全てが気

革新計画」として承認された。長男も事業を継

に入っていた。
」と当時を述懐する。ついには、

ぐため県外から帰ってくることを決めていた。

夫の強い決意に押し切られ、鈴木社長も当地に

そんな最中の不幸だった。
。

定住することを受け容れた。
■失意から立ち直る
■「日本海を望む」ホテルを新築・開業

失意の鈴木社長が立ち直る契機となったの

平成６年６月、鈴木夫妻はイタリア料理を看

は、友人から勧められ、看病の合間をぬって受

板とするホテルを開業。名前は、夫妻の思いを

講した「自分をみつめるセミナー」だった。「後

込めたイタリア語「ミレ・オ・マーレ」
（海を

継者や従業員がいる。逃げることはできない。」

望む）
。名前のとおり、ホテルからは、北長門

と、長男と一緒に困難に立ち向かう気力がわい

海岸国定公園の日本海を見ることができる。

たそうだ。

土地は地域の人から勧められた。
「海の見え

闘病期間は１年半に及んだ。その間、精神的

る」ことが決断の決め手になった。
「海が近く

にも落ち込み、大阪での闘病生活を望んだ夫の

にあるのに、部屋から見えない」というペンシ

看病のため、大阪まで何度も往復し、経営面に

▲ホテルより望む北長門海岸国定公園

▲萩市近郊に広がる紺碧の日本海
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も悪影響が生じていた時期でもあった。

鈴木社長はネットを集客の主力ツールと位置
づけ、
「楽天トラベル」
、
「じゃらんnet」などの

◎鈴木社長の挑戦

サイトを活用している。現在、ネットによる宿

失意から立ち直った鈴木社長は、出店してい

泊予約は全体の約８割。九州・広島・四国方面

たゴルフ場などのレストランから撤退し、ホテ

からの予約が多いという。最近では、石見銀山

ルに経営資源を集中するとともに、ホテルのハ

遺跡の世界遺産登録という幸運もあり、関西・

ード、ソフト両面からの思い切った拡充に取り

関東方面からの予約も増えてきたそうだ。

組んだ。これらの施策には、以前夫婦でよく話

なかでも注力しているのが、
「地元の食材を

し合った、小さなホテルならではの強みを生か

使った料理コースの多様化」と「シルバー層の

す独自の工夫がなされている。

開拓」だ。地元の高級魚を使った料理とセット
の宿泊プランや、萩焼の器を使い、箸で食べら

＜ハード面＞

れる「和風創作イタリア料理」などをネットに

■館内施設の大幅リニューアル

掲載したところ、反響は上々だったという。

まず取り組んだのは、館内施設の全面的なリ

だが、ネットの活用は良いことばかりではな

ニューアル（風呂の温泉化、特別室の新設、レ

い。
口コミサイトへの書き込みの内容次第では、

ストランの拡張）だ。平成19年４月末に工事完

マイナス効果もある。
このため、
「口コミサイト」

了後、
これらの投資効果は確実に出てきている。

に寄せられる「お客様の声」には、スピーディ

なかでも、風呂を温泉にした効果は大きいと

に返信し、
「お客様の声を大切にするホテル」

いう。
「インターネットの検索キーに、
『萩

温

という印象が伝わるよう努力している。こうし

泉』と入力する人が多いからではないか」と

た情報は社員全員が共有し可能なことは直ちに

鈴木社長は推測する。
「はぎ温泉」のお湯をタ

実行に移すなど、経営の品質改善に役立たせて

ンクローリー車でここまで配送してもらうこと

いる。ちなみに、
「お客様の声」ではイタリア

で、この温泉は実現できた。

料理が大変美味しかったという評価が多い。

＜ソフト面＞

■心の通う「おもてなし」

■インターネット（以下「ネット」という）の
積極活用

▲温泉にリニューアルされた貸切家族風呂
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鈴木社長の細やかな気配りは、
「手書きの礼
状」
「季節の花」
、
などホテル内外の随所に伺える。

▲レストラン

なかでも、レストランのテーブル、客室、エ

わりの味が評判の、
いわゆる「行列のできる店」

ントランスなどにさりげなく飾られた可憐な花

であったという。鈴木社長は、
「夫は、変らな

は心をなごませる。今年よりホテル前庭の花壇

い味、絶対変えてはならない味を持つ大切さを

にも様々な花や木々の植樹を始めたところだ。

そこで学んだ ｣ と ､ 今もその味にこだわり続ける。

◎今後の課題と方向性

■さらなる地域密着化

■ニーズの多様化とシルバーマーケットの拡大

ホテル開業後 14 年目を迎え、
鈴木社長は「こ

という追い風をつかむ

れまで以上の地域密着化」の必要性を痛感して

当ホテルを巡る経営環境には、追い風が吹い

いる。
「近くでホテルの場所を地元の人に尋ね

ている。ニーズの多様化と癒しを求める高齢者

たが、知らないといわれた」と宿泊客から聞く

の増加という風だ。

ことがあるからだ。

旅やホテルに求める個人のニーズは、一段と

道の駅でのピザ販売、地元の祭りへの出店の

多様化・個性化することは必至だ。加えて、高

ほか、
「機会をみて地域の人々をホテルへ招待

齢化の進行によりシルバーマーケットは一層拡

したい」
という。地域の一員として
「地域の人々

大する。

が自慢できる」ホテルづくりが目標である。

競争は激しいが、当ホテルの「強み」をさら
に磨くことで、この風を継続してつかんでゆく
ことは可能だ。リピーター客の増加も大いに期
待できる。

◎おわりに
悲しみを乗り越え、新たなスタートを切った
ホテルのキーワードは、
「イタリア料理」
・
「海」
・

当ホテルの強み（特徴）としては、

「花」
・
「温泉」そして「癒し」ではなかろうか。

①

小回りが利く

②

社長を支える若い後継者の存在

いわれる。大阪から来て定住した、よそ者の鈴

③

地元の新鮮な食材を使ったイタリア料理

木社長の好きな言葉は、
「おもてなし」
・｢ こだ

④

癒しの景観

わり ｣・
「継続」だ。後継者という若者もいる。

─などがあげられる。
自慢のイタリア料理は、夫が働いていたイタ
リア料理店の味だ。その店は、変わらないこだ

▲自慢のイタリア料理

「よそ者・若者・バカ者」が地域を変えると

これらの言葉を具現化する「小さなホテル」
の挑戦が、地域再生の一翼を担うことを期待し
たい。

▲ホテル玄関
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