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陸前高田市「キャピタルホテル 1000」落成祝賀式典  

「誓いのホテル。」を実現する新生ホテルとして、 
2013 年 11 月 1 日（金）にグランドオープン 

 

 
「誓いのホテル。」	 

この陸前高田の町と一緒に、明日へ向かうことを誓うホテルになる。	 

どんな困難にも負けない、強くて幸せな結婚を誓うホテルになる。	 

そして、人が人を想う気持ちを大切にできるホテルになることを誓います。	 

 
 
震災前、平成元年に陸前高田市で開業致しました「キャピタルホテル 1000」が、
11月 1日（金）、新生ホテルとしてグランドオープンする運びとなりました。 
これに先立ち、10月 25日（金）に落成祝賀式典を開催致します。 
 
キャピタルホテル 1000 株式会社（以下、キャピタルホテル 1000）は、国の補
助金や公的融資、気仙沼信用金庫による資金提供に加え、公益財団法人三菱商

事復興支援財団（以下、三菱商事復興支援財団）の支援を得て、「キャピタルホ

テル 1000」の再建に取り組んで参りました。 
 



「キャピタルホテル 1000」は、岩手県南三陸の玄関口として、陸前高田を一望
する高台に新生開業致します。ホテルは鉄骨地上 3階建で、客室は全 40室、最
大 80名の宿泊が可能です。最新鋭の機器を備えた収容定員 160名の大宴会場や
婚礼施設、そして太平洋を望む大浴場を備えます。開業にあたっては、地元高

校卒業生など新入社員 6 名、及び 旧ホテル元従業員 8 名を含め、21 名の従業
員を雇用致しました。豊かな自然が育む豊富な海の幸、山の幸の地元食材にこ

だわったお料理を含め、陸前高田の地で積み重ね育んで参りました人にやさし

いおもてなしの心でお迎えし、今後、復興への明かりをともす、新たなシンボ

ルとして、地域の活性化に寄与していくことを目指して参ります。 
 
三菱商事復興支援財団は、2012年 3月、三菱商事株式会社により設立されまし
た。被災学生への奨学金や復興支援に取り組む NPO等への助成金の給付に加え、
被災地の産業復興・雇用創出に貢献することを柱に活動しており、キャピタル

ホテル 1000の再建事業は、気仙沼信用金庫と協働のもと、被災地の産業復興支
援の第 1 号案件にあたります。三菱商事復興支援財団が出資により得る配当金
については、キャピタルホテル 1000の再建を陸前高田市の更なる復興に繋げる
べく、全額を陸前高田市に寄附する予定です。 
 
気仙沼信用金庫は、地域に根差した知見・ネットワークを生かし、雇用の維持・

創出、地域経済活性化の観点から、本案件への支援を三菱商事復興支援財団に

要請致しました。自らも融資を通じて各事業者の経営基盤を支えていきます。 
 

以 上 
 
 
 

 
＜キャピタルホテル 1000に関する一般の方からのお問い合わせ先＞ 

キャピタルホテル 1000 
TEL: 0192-55-3111 FAX: 0192-55-3500 

HP：http://www.capitalhotel1000.jp 
 

＜報道関係者お問い合わせ先＞ 
キャピタルホテル 1000 株式会社 担当：松田 

TEL: 0192-55-3111  FAX: 0192-55-3500 
気仙沼信用金庫  担当：藤村(復興支援課) 
TEL: 0226-22-6830  FAX：0226-22-6830 

公益財団法人 三菱商事復興支援財団 担当：竹田 
TEL：03-3210-9770  FAX：03-3210-9059 



＜落成祝賀式典  概要＞  

 
日      時 ：10月 25日（金）9:00 ～ 
 
場      所 ：キャピタルホテル 1000 
             岩手県陸前高田市高田町字長砂 60－1 
       
式  次  第 ：Ⅰ 報道関係者向け内覧会（9:00～） 
 

Ⅱ 落成祝賀式典（10:00～） 
鎮魂の儀式 
	 鎮魂の鐘を鳴らし、拝礼、献花 
鎮魂者代表：キャピタルホテル 1000株式会社	  
小山剛令 代表取締役会長	  
主催者挨拶 
	 畠山直樹 キャピタルホテル 1000株式会社	 代表取締役社長	  
祝メッセージ 
	 戸羽  太 陸前高田市長 
郷土芸能披露 
	 (1)	 若竹太鼓（横田中学校 3年生）11名 

(2)	 ガガニコニン（米崎保育園児）23名 
テープカット・写真撮影 
※ 若竹太鼓の演奏、米崎保育園児によるバルーン放天 
	 青柳  天（たかし）岩手県沿岸広域振興局	 副局長 
	 戸羽  太 陸前高田市長 
	 伊藤明彦 陸前高田市議会議長 
	 青木敏久 前田建設工業株式会社 東北支店長 
	 山田正秀 株式会社アサヒ建築設計事務所代表取締役社長 
	 小山剛令 キャピタルホテル 1000株式会社 代表取締役会長 
菅原  務 気仙沼信用金庫理事長 
鍋島英幸 三菱商事復興支援財団	 副会長 
餅撒き 
	 近隣住民の皆様に上棟祝い餅を振る舞い 
式典終了 ※ 式典後、主催者への質疑応答を行います。 
小山剛令 キャピタルホテル 1000株式会社 代表取締役会長  
菅原  務 気仙沼信用金庫 理事長 
鍋島英幸 三菱商事復興支援財団 副会長 

（三菱商事株式会社 代表取締役副社長） 



＜キャピタルホテル 1000 概要＞  

 
■開業： 
2013年 11月 1日 
 
■経営会社・運営会社： 
キャピタルホテル 1000株式会社 
 
■支配人： 
人首ますよ（ヒトカベ マスヨ） 
 
■建築 / インテリアデザイン 
株式会社アサヒ建築設計事務所 
 
■住所 
〒029-2205 岩手県陸前高田市高田町字長砂 60-1 
 
■TEL 
0192-55-3111  
 
■WEBサイト 
（URL http://www.capitalhotel1000.jp） 
 
■アクセス 
陸前高田市役所から車で約 10分 
（参照：下記案内図） 

 
 
 



 
■施設概要 
   名    称：「キャピタルホテル 1000」 
   所 在 地：〒029-2205 岩手県陸前高田市高田町字長砂 60-1 
   敷地面積：２，９５４．６２㎡ 
   延床面積：２，６７０．５３㎡ 
構    造：鉄骨造 
階    数：地上 3階建て 

             フロア構成	 1階  ロビー、客室、宴会場、婚礼施設、大浴場 
 2階  客室 
                3階  客室 
   駐車場台数： 
   ホテル施設：＜客室＞ 

Ø 室数        ： 40室(全室ツインルーム） 
Ø 宿泊収容人数： 80名 
Ø 客室タイプ  ： ツイン A（26㎡） 24室 

 ツイン B（20㎡） 12室 
 デラックスツイン（25㎡） 2室 
 バリアフリーツイン（26㎡） 2室 

               ＜その他施設＞ 
Ø 大浴場 
Ø 婚礼施設（会議室兼１室） 
Ø 禁煙ルーム 
Ø バリアフリートイレ 
Ø 全室 LANケーブル完備 
Ø Wi-Fi完備（ロビー階） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
■客室 
太平洋を望む客室には次の４タイプがあり、全室シモンズ製ベッドを備えます。

禁煙室のご要望にもお応えいたします。 
 
［客室タイプ］ 

	 	 〇ツインＡ（26㎡）	 	 	 	 	 ２４室 （２階 12室・３階 12室） 

	 	 〇ツインＢ（20㎡）  	 	 	 	 １２室 （２階  6室・３階 6室） 

	 	 〇デラックスツイン（25㎡）	 	 ２室 （２階  1室・３階 1室） 

	 	 〇バリアフリーツイン（26㎡）	 ２室 （１階  2室） 

 

 
	 客室（写真はデラックスツイン） 
 
■他施設 
〇宴会場：収容定員 160名 
 

	  
	 	 宴会場 
 
 
 
 
 
 



〇婚礼施設（神前式・チャペル式） 
神前式及びチャペル式いずれにも対応いたします。会議室にも使用できる多目

的型です。 

 
	 結婚式場（神前式）※会議室として使用可。 
 

 
	 結婚式場（チャペル式） 
 
〇大浴場：眼前には太平洋が広がり、広田湾を一望することができます。 

 
	 大浴場 
 
〇バリアフリートイレ 

〇全室 LANケーブル完備 

〇Wi-Fi完備（ロビー階） 

〇駐車場（無料） 
	 乗用車 42台、大型バス 3台 


