
 
 

RCIが泉郷バケーション倶楽部の 3施設と提携  
	 

【シンガポール 2016年 5月 9日】ホリデー・エクスチェンジの世界的なリーダーでWyndham 
Worldwide（NYSE: WYN）傘下のブランドである RCIはこのほど、株式会社セラヴィリゾート泉郷が運
営する泉郷バケーション倶楽部との提携契約を通じてバケーション・エクスチェンジ・ネットワークに

日本で新たに 3リゾートを加え、世界で 380万人のエクスチェンジ会員に日本で素晴らしい新たな旅行
先オプションをもたらした。	 
 
RCI Asia Pacific社マネージング・ディレクターのジョナサン・ミルズ氏は「日本は常に RCI会員に人気
がある旅行先で、当社としては日本における当社エクスチェンジ・ネットワークに 3 リゾートが加わり、
同国の RCIネットワークの提携リゾートが合計 10 カ所になったことを喜んでいる。当社と泉郷バケーシ
ョン倶楽部の提携はバケーション・オーナーシップがビジネスモデルとしてメリットがあると考える日

本のデベロッパーが増えていることの証左で、当社はセラヴィリゾート泉郷と長く、相互に有益な関係

を保ちたいと考えている」と語った。	 
 
今回新たに提携先になった 3リゾートは、東京や京都などの人気観光都市とはひと味違うもう一つの日
本を経験する機会を RCI会員に提供する。	 
 
「ホテルアンビエント伊豆高原アネックス」は静岡県の伊豆半島にある。伊豆半島は東京から約 100
キロ、JRの電車では約 2時間で、温泉や風光明美な海岸、美しい富士山の眺望などで人気のリゾート地
だ。施設のすべてのユニットにはコンロ、冷蔵庫、電子レンジ付きのキッチンが付属している。宿泊客

は敷地内の温泉や、さらに本館内の各種施設を利用できる。同リゾートは JR伊豆高原駅から車で約 10
分の距離にあり、利用客は無料のシャトルバスのサービスを利用できる。	 
 
「ネオオリエンタルリゾート八ヶ岳高原」は山梨県八ヶ岳山麓に位置している。山梨は日本で最も住

みたい地域の 1つとして広く知られ、また同県は最もおいしく、美しいブドウ、桃、すももの産地でも
ある。施設のすべてのユニットは自然に囲まれたプライベート・コテージで、くつろぎの環境を提供す

る。この地域ではまた一年を通して数々のアクティビティーを楽しむことができるが、その中にはハイ

キング、果物狩り、美術館巡り、ウインター・スポーツなどがある。敷地内には温泉、レストラン、土

産物店、ケータリング・サービスがある。車で約 20分の距離にある JR小淵沢駅まで無料のシャトルバ
スが利用できる。	 
 
「ホテルアンビエント安曇野」は長野県安曇野の日本アルプスの景観を見渡せる位置にあり、ホテル

利用客に季節ごとに変わる雄大な景色を提供する。施設のすべてのユニットは広々としており、キッチ

ンと布団で寝られる畳の部屋が用意されている。ホテルには日本料理とフランス料理のレストランがあ

り、それぞれ地元の新鮮な材料を使ったおいしい料理を提供している。同リゾートから車で 30分以内の
距離には国営アルプスあづみの公園、穂高神社、穂高川などいくつもの観光名所がある。車で 20分の距
離にある JR 穂高駅からシャトルバスが利用できる。	 
 
株式会社セラヴィリゾート泉郷の江間英夫社長は「RCIと提携することを大変喜んでいる。近年は海外
旅行が非常に簡単になり、国内観光客の行動パターンにも変化が見える。例えば、若い世代では海外旅

行の需要が増えている。今回の提携では、泉郷バケーション倶楽部は消費者にさまざまな新しいバケー

ションの選択肢を提供することにコミットしており、それがどのようなビジネスチャンスをもたらすか、

非常に楽しみにしている」	 
 
詳細は RCI.comまたは RCIaffiliates.comウェブサイトを参照。 



	 

	 

▽RCIについて  
RCIは 100カ国以上に約 4300の提携リゾートを持つバケーション・エクスチェンジの世界的リーダー
である。RCIは 1974年、会員により柔軟で多岐に渡るバケーション・オーナーシップの提供を始め、バ
ケーション・エクスチェンジ概念のパイオニアになった。RCIは今日、週単位で別のリゾートと交換利
用できる「RCI® Weeks」プログラムおよび業界初の世界共通のポイント制交換利用システム「RCI 
Points®

」プログラムを通じて、毎年 380万人の RCI会員に柔軟なバケーションのオプションを提供して
いる。RCIの高級エクスチェンジ・プログラム「The Registry Collection®

」はこの種のプログラムとして

は世界最大で、6大陸で利用可能または開発中の 200以上の施設と提携契約をしている。RCIは
Wyndham Destination NetworkおよびWyndham Worldwideのブランド（NYSE: WYN）の一つである。
詳しい情報は同社メディアセンターを参照。RCIは Facebook、YouTube、Twitterでもアクセス可能。 
	 

▽株式会社セラヴィリゾート泉郷について  
1970年に創立された株式会社セラヴィリゾート泉郷のコアビジネスはホテル・貸別荘、会員制リゾート
および不動産である。同社は犬連れでも宿泊できる人気の国内観光地の宿泊施設を含め、日本で 9ヶ所
のホテル、貸別荘、コンドミニアムを所有し管理している。 
	 

▽問い合わせ先  
Tania Sim 
+65-6412-2128  
Tania.sim@rci.com 
 
 
	   	  



RCI Adds Three New Resorts to Affiliate Network in Japan 
 

Singapore (April xx, 2016) - RCI, the global leader in holiday exchange and part of the 
Wyndham Worldwide family of brands (NYSE:WYN), recently welcomed three new resorts in 
Japan to its vacation exchange network through an affiliation agreement with Cest la vie Resort 
Izumigo, bringing exciting new destination options in Japan to its nearly 3.8 million global 
exchange members.  
 
“Japan continues to be a popular destination among RCI members, and we are delighted to 
welcome 3 more resorts to our exchange network in Japan, growing RCI’s network in the 
country to a total of 10 affiliated resorts,” said Jonathan Mills, Managing Director, RCI Asia 
Pacific. “Our new affiliation with Izumigo is an affirmation that more Japanese developers are 
seeing the benefits of vacation ownership as a business model, and we look forward to a long and 
mutually beneficial relationship with Izumigo.”   
 
The 3 newly affiliated resorts will offer RCI members the opportunity to experience a different 
side of Japan, an alternative to the popular tourist cities such as Tokyo and Kyoto.  
 
Hotel Ambient Izukogen Annex is located in Izu peninsula, Shizuoka Prefecture. Located about 
100 kilometres southwest of Tokyo or an approximately2-hour train journey away via the JR line, 
Izu Peninsula is a resort area popular for its onsens (natural hot springs), beautiful coastlines and 
scenic views of Mount Fuji. Each unit comes with a kitchen equipped with a stove, refrigerator 
and microwave for the comfort of guests. Guests also have access to an on-site hot spring and a 
restaurant as well as other onsite facilities in the main building. The resort is an approximately 
10 minutes’ drive away from JR Izukogen Train station; free shuttle bus service is also available 
to the train station.  
 
Neo-Oriental Resort Yatsugatakekogen is situated in the Yatsugatake area of Yamanashi 
Prefecture. Yamanashi is widely known as one of the most preferred residential area in the 
country is its harvest of grapes, peaches and plums is ranked as the best and most beautiful in 
Japan. Each unit is a private cottage surrounded by plenty of nature, offering a great relaxing 
environment. The area offers a variety of activities throughout a year such as hiking, fruit 
picking, visiting museums and winter sports. There are a hot spring, a restaurant, souvenir shop, 
and catering service on site. A free shuttle is available from JR Kobuchizawa Train Station, 
which is an approximately 20-minute drive away.  
 
Located in Azumino, Nagano Prefecture, Hotel Ambient Azumino overlooks the beautiful 
landscape of the Japanese Alps, providing hotel guests a spectacular view that changes each 
season. Each spacious unit comes with a kitchen and a Japanese tatami room which allows extra 
guests to sleep on futon mattresses. There is a Japanese restaurant and a French restaurant in the 
hotel that offers flavorful dishes using fresh local ingredients. Several tourist attractions are 
located within 30-minute drive from the resort, such as the Azumino National Park, Hotaka 
Shrine and Hotaka River. JR Hakuyacho Train Station is a 21-minute drive from the resort.  

 



“It is a great pleasure to be affiliated with RCI”, said Mr Hideo Ema, President, Cest La Vie 
Resort Izumigo. “It has become much easier to travel overseas in recent years and we are seeing 
a change in domestic tourist behavior, including an increased demand in overseas travel among 
the younger generation. With this new partnership, Izumigo is committed to offer a variety of 
new vacation options to consumers and we are very excited about the potential business 
opportunities it may bring.” 

 

 

For more information, visit RCI.com or RCIaffiliates.com 

 

# # # 

About RCI 
RCI is the worldwide leader in vacation exchange with approximately 4,300 affiliated resorts in 
more than 100 countries. RCI pioneered the concept of vacation exchange in 1974, offering 
members increased flexibility and versatility with their vacation ownership experience. Today, 
through the RCI Weeks® program, the week-for-week exchange system, and the RCI Points® 
program, the industry’s first global points-based exchange system, RCI provides flexible 
vacation options to its 3.8 million RCI subscribing members each year. RCI’s luxury exchange 
program, The Registry Collection®, is the world’s largest program of its kind with approximately 
200 affiliated properties either accessible for exchange or under development on six continents. 
RCI is part of Wyndham Exchange & Rentals and the Wyndham Worldwide family of brands 
(NYSE: WYN). For additional information visit our media center or rciaffiliates.com. RCI also 
can be found on Facebook, YouTube and Twitter. 

 

About Cest la vie Resort Izumigo Hotels & Cottages 

Cest la vie Resort Izumigo Hotels & Cottages was founded in 1970 and its core business is in 
hotel & cottage accommodation, resort membership and real estate. The company owns and 
manages hotels, cottages and condominiums at 9 locations in Japan including dog friendly 
accommodations at popular leisure locations across the country. 

	  


