ラグジュアリーに投資可能性も
―ホテルマーケットの足元を見る
2018 年のホテルマーケットは、ビジネスホテルの RevPAR の成長が鈍化する一方で、ラグジュアリーホ
テルの R e v P A R の成長が目立った。この流れに沿うように、ラグジュアリーに目を向けたリート上場を目
指す事業者も表れた。ただ、流動化マーケットは投資家のおう盛な投資意欲がある一方で、投資案件の不
足感が解消されていない。ホテルマーケットの足元と、流動化マーケットの動向を見る。
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