
新しいホテルの競争にも

奈良は京都に勝てない！

奈良で一番の眺望を誇る新しいホテル
『ANDO HOTEL 奈良 若草山』から見た奈良盆地の風景

京都で一番の景観を誇る新しいホテル『星のや京都』
のホテル全景と専用の渡し船を桂川対岸から見た景色



ずっと以前からよく言われていることですが：『奈良にはろくなホテル
がない。安物のビジネスホテルばかりや。だから奈良を観光する時で
も京都に宿泊して京都から奈良へ通う。近鉄特急ならわずか30分で行
けるからとても便利で、その距離・時間は問題でない。』などと。
修学旅行の学生さんたちも奈良観光があっても、宿泊は奈良よりも
京都を希望することが多いそうです。なので奈良には修学旅行客を受
け入れることのできるホテルや旅館は、ほとんどないのでは。
聞くところによると、一般に奈良は高齢者好みの町で、京都は若者好
みだそうです。そう言われてみれば、奈良は京都と比べて暗いイメージ
があり、わび・さびが合いそうなのに対して、京都はその逆で、みやび・
優雅・斬新などと言えそうです。
【補足】奈良には1909年（明治42年）10月に営業開始したとても歴史が
ある、格式の高い奈良迎賓館と呼ばれている奈良ホテルがあり、天皇



陛下が奈良へ来られる時にはここに宿泊されます。また、過去に宿泊
したことのある海外の主な著名人の実例は下記のようです (HPより)：

◎セルゲイ・プロコフィエフ 1918年（大正7年）5月19日 - 27日 ロシアの作曲家
◎バートランド・ラッセル 1921年（大正10年）7月19日 イギリスの数学者
◎アルベルト・アインシュタイン 1922年（大正11年）12月17・18日 物理学者。この時に彼が
演奏したピアノが記念に展示してある。
◎エドワード8世 1922年（大正11年） 英国王（当時は皇太子）
◎チャールズ・リンドバーグ 1931年（昭和6年） アメリカの飛行家
◎愛新覚羅溥儀 1935年（昭和10年） 満州国皇帝
◎ヘレン・ケラー 1937年（昭和12年）・1948年（昭和23年） アメリカの社会福祉事業家
◎リチャード・ニクソン 1950年 後のアメリカ合衆国大統領
◎ジョー・ディマジオアメリカのプロ野球選手
◎マーロン・ブランド 1956年（昭和31年） アメリカの俳優 MGM映画「八月十五夜の茶屋」撮
影の際に宿泊
◎グレン・フォード 1956年（昭和31年） アメリカの俳優 MGM映画「八月十五夜の茶屋」撮影
の際に宿泊
◎ハイレ・セラシエ1世 1956年（昭和31年） エチオピア帝国皇帝。戦後初の国賓



◎ジャワハルラール・ネルー 1957年（昭和32年） インド共和国初代首相
◎インディラ・ガンディー 1957年（昭和32年） 後のインド共和国首相。父・ネルー首相に随伴
して宿泊
◎マーガレット王女 1970年（昭和45年） 英国王女
◎鄧 小平 1978年（昭和53年）
◎オードリー・ヘプバーン 1983年（昭和58年）3月31日 - 4月2日 女優
◎ダライ・ラマ14世 2003年（平成15年）11月 チベットの仏教指導者
上記の頃は奈良のホテルも良かったのですねー。現在の奈良は色々と問題点がありますが。
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そんな訳で、汚名挽回とばかりに奈良県が重い腰を上げて奈良にも
高級なリゾートホテルを建てる計画を立てて、ついに昨年の夏から実
現し始めたところです。しかしながら京都や大阪、東京などにも高級ホ
テルが次々とでき始め、さらに続くそうです。京都のホテル業界の偉い
人に聞いてみました：『コロナで大変な時期に次々と新しい高級ホテル
を建てて大丈夫ですか？』と。その回答は：『コロナが出現するより前に
計画を立てて設計し、建物が完成したのがちょうどコロナが蔓延し始め



た昨年の夏だったというだけです。』とのこと。さらに：今は海外旅行に
行けないので、その分デラックスな国内旅行をするという富裕層が多い
ので心配いらないのだそうです。私の知人の社長は、どこへ行くのも飛
行機はファーストクラスしか乗らないのですが、このような本物の富裕
層が、最近あちこちにでき始めている高級リゾートタイプのホテルの最
上級の部屋に宿泊して、普段よく頑張って仕事をしている自分へのご
褒美として高級リゾートタイプのホテルで、のんびりと癒されているので
しょうね。それに対して、庶民はGoto travelで割引があるから1回のみ
高級ホテルの最安の部屋に滞在して喜んでいるのでは、比較すると
ちょっと寂しいですねー。なにしろ上記の社長のように、成田～ニュー

ヨーク間を夫婦でファーストクラスで往復すれば、飛行機代として約500
万円もして、庶民にはすごい金額ですが、いつもこんなのに乗っている
人たちには、『星のや京都』の最上級の部屋でも31万円くらいで宿泊で



きるのは、あの内容からすれば、彼らにはとても安いのではないでしょ
うか。高級リゾートホテルの経営は大丈夫なのかと庶民は自分の基準
で考えて一泊が31万円もする部屋に泊まる人がたくさんいるのだろうか
と心配しますが、経営者にはそんなことは全く余計なお世話なのです。
世の中には、上には上があり、下には下があるからです。体験したこと
のない者にはわからない世界があるのです。上記の社長は、何をする
にも常に最上級を選んでおられます。その日暮らしの私のような貧乏
人は、その社長のおこぼれを頂戴して、普通なら自分ではとても体験
できないような異次元のすごいことを体験させてもらったこともあります。
お金や水は、高い所から低い所へ流れるのは自然の摂理です。

ここに紹介しているあるホテルでは、ミネラルウオーター１本が1900円
くらいします。高価すぎるから近くのコンビニへ出かけて行って、もっと
安いのを買おうなんて考える人は、ホテルの有資格者ではないのです。



いよいよ、やっと本題に入りすが、奈良や京都に最近次々とできた高
級ホテルについて、比較しながら色々と長々とレポートする予定でした
が、宿泊客以外は中へ入れないホテルもあり、困っていたところ、それ
らはYouTubeでたくさん詳細に紹介されていることがわかりました。しか
も高画質でとても素晴らしいものが多く、それを見てもらうのがベストで
あるとの結論になりました。私が下手な解説をするよりも、まさに『百聞
は一見に如かず』でYouTubeで各自で確認してもらうのが一番です。そ
の方法は後述してあります。後述の方法③は、実物を見るよりも鮮明
で迫力があるような気がします。本当に素晴らしいきれいな動画です。

京都では『翠嵐ラグジュアリーコレクションホテル京都』が私の基準で
はトップクラスです。正式名は、このように非常に長くてややこしいので
すが、略称・通称は『星のや京都』です。かの有名な『星のや』の系列
のホテルで、嵐山にあり、元は戦国時代から江戸時代初期にかけての



京都の豪商の角倉了以(すみくら・りょうい)の凄い別邸跡です。
このホテルへ行くには、渡月橋の東端下の南側にあるホテル専用の
船乗り場からホテルの船で桂川を横切って西岸の船着き場まで送って
もらい、そこから歩いてすぐです。なので宿泊客でない一般の人は行く
ことができません。このホテルの庭園は実に素晴らしく、目の前が桂川
で、その対岸には嵐山が眺望でき、最高のロケーションにあります。恐
らく日本一の眺めでしょう。ぜひYouTubeの映像で確認してください。わ
ざわざホテル専用の渡し船に乗らないとこのホテルへは行けないので
すが、車でホテルまで直行の方が便利でよいように思いがちですが、
船で行くのは俗世間から隔離されているようで、非日常感が高くて素
晴らしいです。類似のことは、志摩市磯部町にある温泉旅館の福寿荘
へ行く時も同様に船で海を渡ります。ここの社長の木村圭仁朗さんは
とても良い人で、毎年年末になると的矢牡蠣のシェル付きとむき身を



送ってくださいます。的矢牡蠣の紹介もホームページでしようと思って
いますが、ここの牡蠣は特別に美味しいです。その理由は、この海の
近くの山の土が良いからだそうです。これどういうことかわかりますか。

【補足】嵐山を流れている大きな川は、流れている地域によって名称が変わります。上流から
順に、上桂川、桂川、大堰川、保津川、また桂川となります。しかし、河川法上では全てを統一
して桂川と呼ぶようになっているそうです。

2021年3月18日に、試しにYouTubeの検索画面で『星のや京都』と
言って音声入力で検索をしたところ、なんと110本の映像がリストアップ
されてきました。これらの中から選択して、ご覧ください。さらに京都で
は、2020年8月に嵐山にオープンしたホテルからの眺望が最高で、唯
一無二にちなんだ名称の『muni京都』や、二条城のすぐ近くにできた三
井家総領家のお屋敷だった、いかめしい古い門構えの『ホテル ザ 三
井京都』をはじめ、新しくできた非常に素晴らしいホテルがたくさんあり



ます。ぜひYouTubeでチェックしてみてください。さすが京都です。総合
的に見て他都市ではこんなホテルは無理です。特に周辺部の景観が。

次に奈良の新しいホテルですが、眺望の雄大さ、環境をはじめ総合
的に判定すると、『ANDO HOTEL 奈良 若草山』がベストだと思います。
このホテル名にある『ANDO』は、『安堵』という意味だそうです。このホ
テルは若草山にあるので高い位置にあり、とにかく眺望が素晴らしい
です。大仏殿や五重塔などを見下ろし、西方には生駒山が見え、そこ
に沈む夕陽が素晴らしいです。このホテルの詳細もYouTubeでご確認く

ださい。奈良の新しいホテルの『ふふ奈良』の庭園には色々と問題が
ありますが、これはホテル自体の問題ではなくて、庭園を管理している
奈良県公園課の問題です。このことについては、すでに私のホーム
ページに詳しく解説・指摘してありますので、ぜひご覧ください。
さらに別の奈良の新しいホテルとして『JW マリオット・ホテル奈良』が



あります。マリオットホテルの中でも最上級のものにはJWという略号が
最初に付くらしいのですが、これはマリオットホテルの経営者の頭文字
だそうで、日本では奈良のこのホテルのみがJWだそうで、五つ星の日
本一のマリオットホテルということです。私はこのホテルに２回入ったこ
とがありますが、特にどおってことはありません。大宮通りを挟んで市
役所の正面に位置し、低層階の窓から北を見れば市役所が見える程
度で景色は良くなく、ホテル内や周囲に庭園はなく、普通の都市ホテル
によくある特に何の特徴もない、ただの箱のみのホテルです。東京や
大阪と比べれば、この辺の地価は非常に安いでしょうし、日本で最高
のマリオットホテルと歌うのなら、周囲の土地を少し買って庭園などに

すべきでした。さらに田舎なのに建ぺい率は、どうなっているのでしょう
か。現地へ行かなくても、You Tubeで見れば内部の様子もよくわかりま

すが、とにかく超高級ホテルという雰囲気は、どこにも全くありませんの



で、超高級を期待して行かない方がベターです。高級ではありますが。

隣接して国際会議もできる会議場も新たに建ちましたので、会議に出
席する人の宿泊所としては最高に便利だと思います。ただ、各国の首
脳級が参加するような、例えばG7とかが奈良で開催されるとは考えら
れませんので、中途半端なホテルになってしまうだけかも。この『JW マ
リオット・ホテル奈良』は、JWを冠する日本一のマリオットだとか五つ星
だとか、歌い文句が大きい割には立地環境が悪くて、期待外れのただ
の都市型箱ものホテルで、これといった特徴が無い点と、上述の『ふふ
奈良』の庭園の問題点や建設反対派が設置したとても目立つ大きな横
断幕が３つも『ふふ奈良』の至近距離にあることなどから、奈良の新し
いホテルは大きく減点となります。このことからも京都のホテルには勝
てません。やはり、相変わらず奈良伝統の『奈良にはろくなホテルがな
い』となりそうです。奈良のホテルはそういう宿命なんでしょうね。



ずっと以前の奈良ホテルはとても良かったのに。さらに旧知事公舎跡
や吉城園の名庭園を活用した次の高級リゾートホテルが奈良に計画
されており、予定が遅れていますが、来年の夏の開業を目指して頑
張っているようですが、なにしろ奈良のことですから、この新しいホテ
ルにも、また何か問題が起こりそうな予感がします。奈良の宿命なの
で仕方ありませんが。結局のところ奈良には、おしゃれでユニークで斬
新で環境などが抜群の素晴らしい新時代のホテルは無理なのかも。

リゾートホテルは、ビジネスホテルと違って、非日常、癒しなどがとて
も重要で、そのロケーション、景観、眺望などが最も問題になります。
これらについては、その場所によって最初から決まっていて、後からで
はどうにもなりません。言うまでもなく、たとえば奈良に新たにできた
『JWマリオット・ホテル奈良』の前にある市役所の建物を壊して、そこ
に嵐山に似た景色を作ることなどは絶対に不可能です。しかし、



『ANDO HOTEL 奈良若草山』ならば、奈良の高い位置にあるので奈

良盆地が広く見渡せ、生駒山が遠景にあって、夕日が沈む景色は最
高です。この絶景は、奈良の他のホテルにはない素晴らしいことであ
り、最大の売りで自慢になります。

料理やアメニティなどは、後からどうにでもなり、簡単に変更できます
が、ロケーション、景観、眺望などは、どうすることもできません。なの
で、後者は最も重要なポイントです。比較にならないかと思いますが、
以前にタヒチのボラボラ島の水上ビラにしばらく滞在したことがありま
すが、それは私の人生の中で一番の癒しになりました。ただし、もの
凄く高価でした。これも私のホームページに紹介してありますので見て
ください。それは『カメラ・写真に関するページ』の中の【地上最後の楽
園『タヒチ・ボラボラ島』の写真展】のファイルです。とにかくここは癒し
には最高で、これ以上のものはありません。『地上最後の楽園』と言わ



れている所以です。

最後に、以上のように、実際に行ったホテルもありますが、主として
YouTubeを見て京都と奈良の新しくできた高級ホテルのいくつかを詳
細に比較してみましたが、幅広く色んな観点から総合的に判定すると、
奈良には減点が大きく、やはり京都に軍配が上がります。皆さんの判
定はいかがですか。実は私の本籍は京都市にあり、現住所は奈良市
なので、両方に頑張って欲しいのです。そして引き分けになると無難な
のですが。ずっと先のことですが、リニア新幹線は京都を通らずに奈
良を通り、奈良には駅もできますが、それが実現すれば、奈良は現在
よりも発展する可能性があります。沈みゆく奈良が復活する起爆剤に
なるとよいのですが、さてどうなりますか。しかし現在は、京都は奈良
に比べて交通の便がよく(特に新幹線が停車)、観光地としてはとても
有利で、奈良が勝てない理由の一つです。



この写真のおよそ左半分の下半分が『星のや京都』で最高のロケーション。こんな素晴らしい所が他にあるだろうか。



京都の新しいホテルも、つい最近になっていくつかできてきましたが、
実はその中の真打として『Aman Kyoto  アマン京都』があります。この
ホテルは、敷地面積はじめ総合的に見て日本中でも一番だと思います。
設計はオーストラリアの著名な建築家の故Kerry Hillで、スイスのAman
系のホテルです。私が下手な説明をするよりも、ぜひYouTubeで確認し
てください。きっと腰を抜かすくらい驚かれると思います。敷地や庭園
は何十年も前のものですが、その中に新しいホテルがオープンしたの
は2019年11月1日です。敷地総面積はなんと約32万㎡で、120万円の
部屋もあります。
以下の３ページにわたって、このホテルのホームページを借用した解
説文のみを転載しておきますので、概略を理解してください。
こんな超ド級の非常に素晴らしい、日本中でも比類なき新しいホテル
と比較したら、奈良に最近できた新しいホテルなんて比較の対象外で
す。やはり京都の底力・パワーは凄いです。これで止めを刺して、新し



ホテルの競争の戦いは、京都の圧勝で終りとなります。奈良は、これ
以上中途半端なものを作らない方がベターです。今後も東京、京都、
大阪などで新しいホテルを建てる計画があるらしく、素晴らしいホテル
が続々と出現しますので、トータルで見て、そう簡単に勝てません。
奈良に限らず一般的に言えることですが、内部がいかに豪華でも敷
地いっぱいに建てた都市型の単なる箱ものホテルは、もういいです。
周囲の環境が素晴らしくてお洒落で癒されるリゾート型のホテルがもっ
と欲しいです。



Aman Kyoto  アマン京都 (HPの転載)

ここは“京都の奥座敷”。山に囲まれたふもとには豊かな自然の息づくの森が
広がる。人知れず時を重ねたこの地は、かつて、西陣織の織屋が約40年もの歳

月をかけて育んできた庭園であった。その森にいま、アマンがひそやかに門を開
けた。これまでにアマンが費やした時が20年以上と知れば、この地につづられた
物語を容易に語り切れるはずはない。
「鷲ヶ峯パヴィリオン」（241㎡）の和室。床の間には鷹峯三山より立ち上がる霧

を描いた掛け軸が。中世の瀬戸焼のうつわである瓶子（へいじ）など、先人の美
学を踏襲した
アマンらしさと日本が融合。
自然の中に溶け込むようにある空間
新たなホテルや旅館が目まぐるしくオープンする京都において、2019年11月1

日、世界的に名の知れたアマンが「アマン京都」として開業に至った。ここは京都
北区鷲峯町。左大文字山から続く山のふもとに広がる深い森に、木々に隠れる
ようにひっそりと佇むアマンの客室棟が点在する。エントランスの立派な木戸門を



閉めてしまえば、本当に、この森にアマンがあるのだろうかと思うほど静謐な空気
が漂う。こうしたひそやかなロケーションはいつものアマン流。世界遺産の金閣寺
（鹿苑寺）のほぼ裏手といえば、おおよその方角がつかめるだろう。

ここ鷹峯界隈は、江戸の初期まで歴史をさかのぼると、（桃山時代後期に興っ
た造形芸術の流派）の創始者の一人、がここに居を構えたという事実が残る。以
来、京都洛北のこの土地は、芸術村として華々しく栄えていたという。前オーナー
については、「最高級の織物“西陣織”を扱っていたかつての土地の所有者で、こ
こに織物美術館を創ることを夢見て、約40年もの間育んできた」という。この広大

な森の庭は、かの主にとって夢を託した安息の場所だったのだ。
アマン京都の敷地は約2万4000㎡。森を含めた敷地総面積は約32万㎡という

広大な土地である。森のところどころに見える自然の湧き水や滝、石や巨岩の積
まれた遺跡のような壁や塀、いくつもの地蔵や七福神の石像が置かれる小道、山
からの水が流れる渓流、そして敷地の最奥にある苔むす大階段。ここを満喫する
には、まず森を散策し、森の音や香りに包まれて自然が放つエネルギーを感じる
るといい。庭づくりの関係者に話を聞いた。「新しく整備した庭の通路や壁には、



既存の石材と同じ色味・質感の石を選んで調和を図った。石がアマン京都の庭で
は不可欠な要素だから。また、前オーナーが収集した多くの石材は、そのまま、あ
るいは手を加え景石や舗装、沓脱石として敷地内の随所に活用した」と。

かっての主が庭に込めた夢、語り尽くせぬ歴史ロマンが残された特別な森の庭
で、ホテルが掲げる5つのエレメント「石、水、光、森、苔」に向き合い、五感を研ぎ

澄ませてみてほしい。

とてもいかめしい正門 遊歩道 (石がすごく苔むしている)



YouTubeを非常に高画質・高音質で簡単に視聴する方法

➀音や画像の品質が良くないので、スマホやパソコンではやらないように。

② 従来の液晶テレビであれば Amazon Fire TV Stick を接続して必要な設定を
してから音声入力でYouTubeを開く。これはWiFi接続が必要。次の③も同様。

このリモコンの一部分の写真は
次ページの③用

これを押すだけで
YouTubeモードになる



③ 最近の高性能な液晶テレビの中には、すでにYouTubeのシステムが内蔵され
ているモデルがあり、リモコンに最初からYouTubeボタンがあり(前頁)、それを
押すだけで即YouTubeモードになるので、音声入力で希望のものを指定する。
つい最近買った私のテレビは大型の4Kテレビで画像は非常にきれい。さら
にオーディオマニアであり、音にも非常にうるさいので、テレビに内蔵のスピー
カーの音では全く不満なので、音声出力を外部アンプのプリアンプに入力し、
さらにXLR接続でパワーアンプを経て外部スピーカー3組で音を出している。
その上に低音を十分に出すためにスーパーウーファーも駆動している。以上
のサウンドは強烈で、誰が聞いてもテレビの音とはとても思えないパイプオル
ガンの低音に近い音がして満足である。ジャズのベースの音やドラムの音も
凄い迫力であり、映像も音もhighest quqlityで十分に楽しんでいる。最近は、
オーディオシステムよりもこれを見て聴いていることの方が多いのではないか
と思うくらいにのめり込んでおり、YouTubeのジャンルの広さや情報量の多さ
には驚きで、とても勉強になり実に素晴らしい。スマホやパソコンで見聞きする
のではなくて、上記③のようなシステムで視聴することを強く推薦します。これ



で京都の紅葉とかを見ていると映像が鮮明過ぎて、色が濃厚過ぎて現実離れ
しているように思う。また、辻井伸行のピアノ演奏もよく聴くが、音も良くて、さら
に映像で指の動きも克明に観察でき、実に素晴らしい。コンサートに行って最
前列に座っているような錯覚を覚える。レコードでは絶対に無理な世界となる。

音楽には低音が非常に重要であると私はずっと以前から思っており
信念です。若い頃にドイツのハンブルクにある古い大きな教会で、生ま
れて最初にパイプオルガンの生演奏を聴きましたが、その時の超低音
のもの凄い音に圧倒され、世の中にはこんな凄い音があるんだと驚き
ました。それ以来、パイプオルガンの音が好きになり、折に触れて欧米
の歴史ある大きな教会で生をよく聴いています。
さらにニューヨークやニューオーリンズなどでは、ジャズのベースやド
ラムの低音や迫力あるダイナミックレンジのとても広い音にも魅了され
ています。これらに関しては、私のホームページにいくつか紹介してあ



るので見てください。比喩的表現になりますが、とにかく腹の底に響き
渡る音がして三段腹が揺れ、便秘が解消するかのような音が好きです。
私のオーディオシステムの再生可能周波数帯域は16～120,000Hzであ
り、小型のフルレンジスピーカー1本の音なんかは全く耳が受け付けま
せん。その昔、話題だったダイヤトーンのP610を三菱電機指定の結構
大きな箱に入れてフルレンジシステムを自作したことがありますが、少
し聴いただけですぐに没です。類似のことがパソコンやテレビの音にも
言えます。これらは低音が全く出ておらず、さらに音がひどく歪んでい
て、音楽を聴くレベルの音ではありませんし、この音では下腹が揺れ
ず、便秘の解消もありません。とにかく便秘が解消するくらい下腹を揺
らすような、地震と間違うような音が理想です。
欧米の歴史ある大きな教会でパイプオルガンの生演奏を聴いたこと
がありますか。また、ジャズの本場のニューヨークにある有名なジャズ



のライブハウス、たとえば『ブルーノート』や『ビレッジバンガード』などの
最前列で生演奏を聴いたことがありますか。このような生の音に少しで
も近づけようとするのが Serious Audiophie ですが、現実には非常に困
難です。生に近い音を出すのは簡単ですが、小さな音ではダメなので、
近所迷惑対策が一番問題になります。ド田舎へ引っ越すのが一番か。
オーディオにおいて、音はスピーカーで完ぺきに決まりです。レコード
を聴く時であれば、さらにカートリッジも非常に重要です。これらに比べ
れば、アンプやケーブルの重要度は相対的に低いです。だから変なス
ピーカーやカートリッジは使いたくありません。以前にケーブルに凝った
ことがあり、直径が3cmもある極太の硬い電源ケーブルとか、非常に高
価で強烈なXLRケーブルやRCAケーブルを使っていたこともありました
が、それで音がぐんと良くなるとは思えず、逆に太くて硬くてとても使い
にくくて邪魔になるので、普通の銀線とかの高級ケーブルに戻しました。



終り

奈良・生駒山に沈む夕日 (山のこちら側が奈良で向う側が大阪)


