
 

 

 

 

ホテル椿山荘東京リブランドプロジェクトＣＭ業務 

 

プロジェクトの 

基本情報 

プロジェクト名称 ホテル椿山荘東京リブランドプロジェクトＣＭ業務 

所在地 東京都文京区関口 2-10-8 

完了時期 2012 年 12 月 

種別１ ■改修 

種別２ ■非住宅建築 

ＣＭ業務委託者

に関する情報 

ＣＭ業務委託者名 藤田観光株式会社 

種別 ■民間法人 

ＣＭ業務委託者の所在地 東京都文京区関口 2-10-8 

応募者に 

関する情報 

応募者（法人）名 日建設計コンストラクション・マネジメント株式会社 

種別 ■ＣＭ専門会社 

応募者（法人）の所在地 東京都文京区後楽 1-4-27 

ＣＭＲの参画時期 

業務契約期間 2012 年 6 月～2012 年 12 月 

■基本計画段階、■基本設計段階、■実施設計段階、 

■工事発注段階、■工事段階、■完成後 

ＣＭＲの選定方法 ■ヒアリング等の審査 

設計と施工の発注形式 ■設計施工一貫、■その他 

設計者の選定方法 ■プロポーザル 

工事の発注区分 ■ゼネコン一括、■その他 

請負契約の形式 ■総価一式 

施工者の選定方法 ■その他（基本性能発注方式：設計施工一式、競争入札他） 

 

 

            椿山荘エントランスロビー 

【【【【プロジェクトプロジェクトプロジェクトプロジェクトのののの概要概要概要概要】】】】                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

■「世界をもてなす、日本がある。」「世界をもてなす、日本がある。」「世界をもてなす、日本がある。」「世界をもてなす、日本がある。」をコンセプトに、ホテル・婚礼施設・ 

庭園の更なる一体化を目指す＜ホテルリブランドプロジェクト＞＜ホテルリブランドプロジェクト＞＜ホテルリブランドプロジェクト＞＜ホテルリブランドプロジェクト＞。 

■リブランドまで 6666 ヶ月ヶ月ヶ月ヶ月という限られた期間を踏まえ、基本計画基本計画基本計画基本計画 

プログラミングプログラミングプログラミングプログラミングを早期に行い、クライアント社内合意形成に寄与。 

■居ながら居ながら居ながら居ながら（営業しながら）、虫食い虫食い虫食い虫食い（特定範囲のみ）、玉突き玉突き玉突き玉突き（移転を伴う） 

工事となるため、ホテル運営との連携を密に工事手順を調整、推進。 

■フィジビリティスタディフィジビリティスタディフィジビリティスタディフィジビリティスタディ（ＦＳ）（ＦＳ）（ＦＳ）（ＦＳ）段階から工事完了まで＜総合マネジメント段階から工事完了まで＜総合マネジメント段階から工事完了まで＜総合マネジメント段階から工事完了まで＜総合マネジメント    

サービス＞サービス＞サービス＞サービス＞を提供し、2013 年 1 月 1 日に「ホテル椿山荘東京」としての 

リニューアルオープンを実現。 

 

【プロジェクト【プロジェクト【プロジェクト【プロジェクトの取り組み体制の取り組み体制の取り組み体制の取り組み体制】】】】    

■ホテルオペレータ経験を有するプロジェクト統括ＣＭｒを配置ホテルオペレータ経験を有するプロジェクト統括ＣＭｒを配置ホテルオペレータ経験を有するプロジェクト統括ＣＭｒを配置ホテルオペレータ経験を有するプロジェクト統括ＣＭｒを配置し、 

運営者視点で、よりきめ細やかに運営者視点で、よりきめ細やかに運営者視点で、よりきめ細やかに運営者視点で、よりきめ細やかに助言、対応。 

■フロントローディングフロントローディングフロントローディングフロントローディングにより、発注者要望や懸案事項を充分に 

理解し、設計者、施工者へ確実にインプット設計者、施工者へ確実にインプット設計者、施工者へ確実にインプット設計者、施工者へ確実にインプット。 

■ホテルのトレンドホテルのトレンドホテルのトレンドホテルのトレンド、、、、ユーザーニーズやオペレータリスクユーザーニーズやオペレータリスクユーザーニーズやオペレータリスクユーザーニーズやオペレータリスクを踏まえた 

改修内容に対する提案、助言、指摘を行い、ホテルの商品価値向上ホテルの商品価値向上ホテルの商品価値向上ホテルの商品価値向上 

のための推進役としてリーダーシップを発揮。 

 

【プロジェクト【プロジェクト【プロジェクト【プロジェクト目標の達成度目標の達成度目標の達成度目標の達成度】】】】    

■基本計画の早期プログラミングにより、発注者の社内合意形成を 

促進し、早期に早期に早期に早期にプロジェクトの推進体制構築を実現プロジェクトの推進体制構築を実現プロジェクトの推進体制構築を実現プロジェクトの推進体制構築を実現。 

■工事の制約条件を踏まえた工事仮設計画、搬出入計画（案）の工事仮設計画、搬出入計画（案）の工事仮設計画、搬出入計画（案）の工事仮設計画、搬出入計画（案）の    

作成作成作成作成により、工事発注手法の提案工事発注手法の提案工事発注手法の提案工事発注手法の提案と合わせて早期施工者選定を実現早期施工者選定を実現早期施工者選定を実現早期施工者選定を実現。 

■会議体運営を通じて、スケジュール、品質、コストの一元管理スケジュール、品質、コストの一元管理スケジュール、品質、コストの一元管理スケジュール、品質、コストの一元管理に 

より、発注者組織内のプロジェクト担当者の負担軽減、意思決定 

の補完に寄与。 

■関係者が増える中で常に発注者支援の立場発注者支援の立場発注者支援の立場発注者支援の立場でプロジェクト全体の 

調整を図り、各改修プログラムを円滑に推進。 

                                                                                                                                                                                      

【建設生産システムへの関与】【建設生産システムへの関与】【建設生産システムへの関与】【建設生産システムへの関与】    

■工期短縮や効率的な工事手順等、設計施工一括請負に設計施工一括請負に設計施工一括請負に設計施工一括請負によるよるよるよる一元責任一元責任一元責任一元責任 

とすることで、実施設計・生産・調達計画を計画的に行えるよう促進。 

■発注者与件ヒアリングシート発注者与件ヒアリングシート発注者与件ヒアリングシート発注者与件ヒアリングシートにより、ＦＳ段階での早期可視化を実現。 

■工事手順フロー検討図工事手順フロー検討図工事手順フロー検討図工事手順フロー検討図の作成により、複雑な玉突き工事を可視化。 

 

椿山荘椿山荘椿山荘椿山荘エントランスロビーエントランスロビーエントランスロビーエントランスロビー

フォーウェディングフォーウェディングフォーウェディングフォーウェディングラウンジラウンジラウンジラウンジ    

グループ

番号 現状 改装後

1.デザイナー不要

2.デザイナー必要

６月 7月 ８月 ９月 10月 11月 12月

椿山荘 B1F 婚⑦婚⑦婚⑦婚⑦ 寿の間３室＋PT事務室 ブライズルーム６室 2

1F 婚㉑婚㉑婚㉑婚㉑ － 「ギャラクシー」オーニング設置 1

1F 婚㉒婚㉒婚㉒婚㉒ － 「ウッドデッキ」オーニング設置 1

1F 婚⑳婚⑳婚⑳婚⑳ － 「カシオペア」ウッドデッキ拡張 1

2F 婚⑧婚⑧婚⑧婚⑧ 美容室 ブライズルーム８室（扉設置） 1

2F 婚⑨婚⑨婚⑨婚⑨ 美容室（テナント） 衣裳室（テナント） －

2F 婚⑩婚⑩婚⑩婚⑩ 衣裳室（テナント） 衣裳室（テナント） －

3F 婚①婚①婚①婚① タワーロビー 花嫁ライブラリー 2

3F 婚③④婚③④婚③④婚③④ 新規サロン・新生活コーナー 打合せサロン・演出コーナー他 2

4F 婚⑤婚⑤婚⑤婚⑤ 打合せサロン・演出コーナー他 控室①②③ 1

3F 婚②婚②婚②婚② プランタン 新規サロン＋事務所 2

4F 婚⑥婚⑥婚⑥婚⑥ 事務室② 控室④ 1

3F レ①レ①レ①レ① ラウンジ「フォレスタ」 ラウンジ「フォレスタ」改装 2

3F ロ③ロ③ロ③ロ③ ロビー ロビー改装 2

3F ロ③ロ③ロ③ロ③ フロントカウンター フロントカウンター改装 2

4F ロ①ロ①ロ①ロ① VIP控室 クローク 1

ホテル 4F レ④レ④レ④レ④ ル・ジャルダン ル・ジャルダン拡張改装 1

5F 婚㉔婚㉔婚㉔婚㉔ 客室２室＋屋上 空中庭園 2

4F 婚⑬婚⑬婚⑬婚⑬ 内部会議室 キッズルーム 1

5F 婚⑲婚⑲婚⑲婚⑲ キッズルーム 新郎更衣室・待合室 2

5F 婚⑰婚⑰婚⑰婚⑰ 衣裳室＋新郎更衣室 ブライズルーム５室 1

4F 婚⑭婚⑭婚⑭婚⑭ バーバー＋衣裳室 営業スペース（列席者用美容着付室） 1

5F 婚⑮婚⑮婚⑮婚⑮ 客室７室 ブライズルーム７室 1

5F 婚⑯婚⑯婚⑯婚⑯ ブライズルーム11室 客室11室 －

6F 宿③宿③宿③宿③ 客室 客室（長期滞在型）＃609 2

6F 宿⑤宿⑤宿⑤宿⑤ 客室 客室（ビューバス）＃615 2

外構 サ①サ①サ①サ① － 門柱設置（４箇所） 2

サ③サ③サ③サ③ － 歩道整備 1

サ④サ④サ④サ④ － 総合LED液晶パネル設置 1

サ⑤-1サ⑤-1サ⑤-1サ⑤-1 － ２棟間～椿山荘までの壁美装 1

サ⑤-3サ⑤-3サ⑤-3サ⑤-3 － 椿山荘通路照度アップ 1

サ⑥サ⑥サ⑥サ⑥ － タクシー呼込み塔 1

外壁 ロ②ロ②ロ②ロ② － 玄関廻りの外壁補修 1

想定スケジュール

棟 階

改装内容

：設計 ：施工者選定入札 ：工事
：インテリアデザイン

仮設新規サロン

椿山荘

エントランスロビー

椿山荘・ホテル

ロビーラウンジ

椿山荘

ブライズルーム

椿山荘・ホテル

婚礼関連施設

椿山荘

宴会場

ホテル

客室

ホテル

営業事務室他

エントランス外構 空中庭園

藤田観光㈱

藤田観光㈱ PJ推進チーム

ランドスケープ

デザイナー

設計・施工者

施工者 施工者

設計・施工者

インテリアデザイナー

工事エリア

施工

実施設計・監理

基本設計

ＣＭｒ

PJ推進チーム

発注者

日建設計コンストラクション・マネジメント㈱日建設計コンストラクション・マネジメント㈱日建設計コンストラクション・マネジメント㈱日建設計コンストラクション・マネジメント㈱

発注者組織

PMPMPMPM会議会議会議会議

外構工事外構工事外構工事外構工事

施工定例会議施工定例会議施工定例会議施工定例会議

内装工事内装工事内装工事内装工事AAAA

施工定例会議施工定例会議施工定例会議施工定例会議

内装工事内装工事内装工事内装工事BBBB

施工定例会議施工定例会議施工定例会議施工定例会議

空中庭園工事空中庭園工事空中庭園工事空中庭園工事

施工定例会議施工定例会議施工定例会議施工定例会議

サイン工事サイン工事サイン工事サイン工事

施工定例会議施工定例会議施工定例会議施工定例会議

工事工程説明会議工事工程説明会議工事工程説明会議工事工程説明会議

マスタースケジュール

工事手順フロー検討図発注者与件ヒアリングシート

会議体の体系

プロジェクト体系図

椿山荘タワー棟 ホテル棟 駐車場棟 

別館：本社棟 

料亭 

茶屋 無茶庵 三重塔 

チャペル棟 

椿山荘プラザ棟 

施設全体計画図


