
            

            

            

            

  

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホスピタリティによるアプローチ  シンガポールでの事業   >>> 

(Hosupitariti ni yoru apurōchi shingapōru de no jigyō) 

アイデアが変化をもたらす環

境を作り出す 

Aidea ga henka o motarasu 
kankyō o tsukuridasu 

 

 
 

COVID19パンデミックにおけるホスピタリティ事業のアプローチ 

COVID 19 pandemikku ni okeru hosupitariti jigyō no apurōchi 

滞在 陽 イオン。(Staycation) 

Taizai yō ion. 

シンガポールにおけるホスピタリティビ

ジネスのアプローチ 

Shingapōru ni okeru 
hosupitaritibijinesu no apurōchi 

何ですか  滞在 陽 イオン。? 

これは、観光客が近くの場所(遠すぎな

い)に旅行し、家族/友人と時間を過ごす

休暇の一種です。旅行者は自然、追跡、

ラフティング、その他様々なアクティビ

ティを楽しんで体験することができます

。 

Nandesuka taizai yō ion. ?  

Kore wa, kankōkyaku ga 
chikaku no basho (tō suginai) ni 
ryokō shi, kazoku/ yūjin to jikan 
o sugosu kyūka no isshudesu. 
Ryokō-sha wa shizen, tsuiseki, 
rafutingu, sonota samazamana 
akutibiti o tanoshinde taiken 
suru koto ga dekimasu.  



このような前例のないシナリオでは、ホスピタリティ企業は、プラットフォーム上でビジネ

スを取り戻すために、さまざまな新しい概念に取り組む必要があります。滞在 陽 

イオン。(Staycation)は、現在、人々が制限のために遠く離れた目的地での休暇を計画してい

ない可能性があるため、ビジネスを提供することができるアプローチの一つです。したがっ

て、ホスピタリティビジネスは、文化、スポーツ、ヨガ、フィットネスなどの活動を行う様

々なパッケージを提供することができます。 

Kono yōna zenrei no nai shinariode wa, hosupitariti kigyō wa, purattofōmu-jō de 

bijinesu o torimodosu tame ni, samazamana atarashī gainen ni torikumu hitsuyō ga 

arimasu. Taizai yō ion. (Staycation) wa, genzai, hitobito ga seigen no tame ni tōku 

hanareta mokutekichi de no kyūka o keikaku shite inai kanōsei ga aru tame, bijinesu 

o teikyō suru koto ga dekiru apurōchi no hitotsudesu. Shitagatte, hosupitaritibijinesu 

wa, bunka, supōtsu, yoga, fittonesu nado no katsudō o okonau samazamana pakkēji 

o teikyō suru koto ga dekimasu. 

ホスピタリティ企業は、社会的な混乱を維持し、顧客に型破りなサービスを提供するために

、視野に入れた小さなグループを計画することができます。 

Hosupitariti kigyō wa, shakai-tekina konran o iji shi, kokyaku ni katayaburina sābisu o 

teikyō suru tame ni, shiya ni ireta chīsana gurūpu o keikaku suru koto ga dekimasu. 

オンライン検索 "滞在 陽 イオン。"  (Staycation))大規模な社会的制限 

(PSBB)の緩和後に成長します。 

Onrain kensaku" taizai yō ion." (Staycation) ) ōkibona shakai-teki seigen (PSBB) no 

kanwa-go ni seichō shimasu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソース：Jakarta Post 



生存のためのアプローチ >>> 

Seizon no tame no apurōchi >> 

セントレジス , シンガポール- ワードローブ付きの滞在を提供しています 

Sentorejisu, shingapōru - wādorōbu-tsuki no taizai o teikyō shite imasu 

 

 

 

 

 

 

 

 

荷物を持ち込む必要が無いホテルへのチェックイン: 

 ホテルは、あなたが到着したら、準備ができてワードローブがあなたを待っている

ワードローブコンシェルジュ、ゲストを提供しています。 

  お部屋を予約すると、3つのスタイルを選択することができます 

スタイル理論の無限のワードローブからの 滞在 陽  イオン。(Staycation)。 

ドライクリーニングを提供し、新鮮なワードローブを着用する準備が整っています

。 

 滞在後は、チェックアウト時にウェルカムデスクのアイテムをドロップオフするか

、希望の住所からピックアップをスケジュールすることができます。 

Nimotsu o mochikomu hitsuyō ga nai hoteru e no chekkuin: 

 Taizai-go wa, Chekkuauto-ji ni u~erukamudesuku no aitemu o doroppuofu 

suru ka, kibō no jūsho kara pikkuappu o sukejūru suru koto ga dekimasu. 

 O heya o yoyaku suru to, 3ttsu no sutairu o sentaku suru koto ga dekimasu 

sutairu riron no mugen no wādorōbu kara no taizai yō ion. (Staycation). 

Doraikurīningu o teikyō shi, shinsen'na wādorōbu o chakuyō suru junbi ga 

totonotte imasu. 

セントレジス  

は、サービスを提供するためにデ

ザイナーのファッションレンタル

サイトと協力しています   滞在 陽 

イオン。(Staycation) お客様。 

Sentorejisu wa, sābisu o teikyō 
suru tame ni dezainā no 
fasshonrentarusaito to kyōryoku 
shite imasu taizai yō ion. 

(Staycation) okyakusama.  

 



 Taizai-go wa, Chekkuauto-ji ni u~erukamudesuku no aitemu o doroppuofu 

suru ka, kibō no jūsho kara pikkuappu o sukejūru suru koto ga dekimasu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

生存のためのアプローチ >>> 

Seizon no tame no apurōchi >> 

オアジア ホテル ダウンタウン シンガポール 

(Oajia hoteru dauntaun shingapōru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10月26日から12月20日まで 

10 Tsuki 26-nichi kara 12  

tsuki 20-nichi made 

2人での滞在を体験できます。セントレジス- レディ アスター 

ルーム,  S$ 529++  から始まる価格で。 

パッケージにはウェルカムボトルシャンパン1本、アフタヌーン

ティーセッション、ブラッスリー・レ・セーヴールでのエピウ

リアンブレックファーストが含まれています。 

2-ri de no taizai o taiken dekimasu. Sentorejisu - redi asutā 
rūmu, S $ 529 + + kara hajimaru kakaku de. Pakkēji ni wa  
u~erukamubotorushanpan 1-pon, afutanūntīsesshon, burassurī 
re sēvūru de no epiurianburekkufāsuto ga fukuma rete imasu. 

 

  ホテルは提供しています  滞在 陽 イオン。(Staycation) 

ウェルネス付きパッケージ。ウィークエンド・トゥゲザー・

パッケージは、クラブルームで2泊2泊3日間S$888++から始ま

ります。 

  パッケージには、OSO 

リストランテでの4コースディナーと、アクアスピンとプー

ルでの高強度インターバルトレーニングセッションが含まれ

ています。 

 チェックアウトする前に、マーマレードパントリーでウェル

ネスティータイム体験をお楽しみください。 

 

 Hoteru wa teikyō shite imasu taizai yō ion. (Staycation) 
u~erunesu-tsuki pakkēji. U~īkuendo to~ugezā pakkēji wa, 
kuraburūmu de 2-paku 2-paku 3-kakan S $ 888 + + kara 
hajimarimasu. 

 Pakkēji ni wa, OSO risutorante de no 4 kōsudinā to, 
akuasupin to pūru de no kō kyōdo intābarutorēningusesshon 
ga fukuma rete imasu. 

 Chekkuauto suru mae ni, māmarēdopantorī de 

u~erunesutītaimu taiken o o tanoshimi kudasai.  



オーチャード ランデブー ホテル シンガポール 

Ōchādo randebū hoteru shingapōru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 豊かな歴史的な参考文献と楽しい植物のタッ

チのホテルのブレンドは、ビジネスとレジャ

ー旅行者の両方のための歓迎の隠れ家を提供

します。 

 すべてのお部屋は、買い物の長い一日の後に

リラックスしてくつろぐためのスペースの贅

沢を持っています。 

  お部屋は家族連れに最適です。 

 Yutakana rekishi-tekina sankō bunken to 

tanoshī shokubutsu no tatchi no hoteru no 

burendo wa, bijinesu to rejā ryokō-sha no 

ryōhō no tame no kangei no kakurega o 

teikyō shimasu. 

 Subete no o heya wa, kaimono no nagai 

tsuitachi no nochi ni rirakkusu shite 

kutsurogu tame no supēsu no zeitaku o 

motte imasu. 

 heya wa kazokudzure ni saitekidesu.  
 

 

カップルの場合、ピクニックパッケ

ージはS$ 488から始まり、 

クラブルームでの2日間と1泊の滞在

のために始まります。 

Kappuru no baai, 

pikunikkupakkēji wa S $ 488 kara 

hajimari, kuraburūmu de no 2-

kakan to 1-paku no taizai no tame 

ni hajimarimasu. 



最終的な考え。。。 

そのような経験的な 滞在 陽 イオン (Staycation) パッケージは、 

ホスピタリティビジネスだけでなく、ホスピタリティ業界にサポートサービスを提供する中

小企業にも役立ちます。企業は、ゲストを楽しませる非接触の方法を探索することもできま

す。 

現在、制限された環境では、滞在 陽 イオン (Staycation) 

旅行者に異なる経験を与えます。彼らは異なる場所や気分を感じることができます。 

Saishū-tekina kangae... 

Sono yōna keiken-tekina taizai yō ion (Staycation) pakkēji wa, hosupitaritibijinesu 

dakedenaku, hosupitariti gyōkai ni sapōtosābisu o teikyō suru chūshōkigō ni mo 
yakudachimasu. Kigyō wa, gesuto o tanoshima seru hi sesshoku no hōhō o tansaku 

suru koto mo dekimasu. 

Genzai, seigen sa reta kankyōde wa, taizai yō ion (Staycation) ryokō-sha ni kotonaru 
keiken o ataemasu. Karera wa kotonaru basho ya kibun o kanjiru koto ga dekimasu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ソース：https://www.channelnewsasia.com, Wikipedia 

“生存の最も重要な要因は知性でも強

さでもない, しかし、適応性。” 

“Seizon no mottomojūyōna yōin wa 

chisei demo tsuyo-sa demonai, 

shikashi, tekiō-sei.” 

 


