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大自然と共に
  心豊かに生きる



大自然と共に心豊かに生きる
株式会社リビエラリゾート 代表取締役社長 小林昭雄氏

　ヤシの木と白い建物が建ち並ぶ海外のリゾートのような景色
が広がるリビエラ逗子マリーナ。ホテル、レストラン、カフェ、イベ
ント会場、ブライダル、テニスクラブ、リゾートマンション、ショッ
ピング、そしてマリーナ。日本で最もセーリングが盛んな地域であ
る相模湾に面し、海上係留約 40 艇、陸上艇置約 150 艇のキャパ
シティーに加え50余年の歴史を持つこの施設は、マリーナとして
日本初のブルーフラッグ取得を目指している。

　リビエラ逗子マリーナ、リビエラシーボニアマリーナ（小網代
湾）を所有・運営し、ホテル、レストラン、不動産、ブライダル等の
ライフスタイルビジネスを展開しているリビエラグループの中核
企業・株式会社リビエラリゾートの代表取締役社長、小林昭雄氏
にお話を伺った。非常に柔和な第一印象に反して、かなり体育会
的な経歴を持つ小林氏の半生とビジョンについて語っていただ
いた。

エースで3番の野球少年

　1967年生まれ。海老名で育つ。昔の海老名は、モールもなく、
カエルの声が鳴り響く田舎町だった。
「子供の頃は家族や友人と、よく茅ヶ崎や藤沢に行って海水浴を
していましたね。」
　祖父母、両親、兄、の6人家族。実家は材木屋を営んでおり、朝
から晩まで働いている大人の背中を見て育った。
「自由放任というか、やりたいことをやらせてもらいました。」
　小学生で野球を始めた。運動神経が良く、エースで3番！だっ
た。中学の野球部は、当時どこの野球部もそうであったように、昭
和スポ根の厳しい練習だった。
「うさぎ跳びやケツバットなどはあたりまえでしたね。」
　中学3年の大事な試合の最終回でファーボールを連発、球は速
かったがコントロールが悪く押出しで敗戦したことがあった。顧
問に長時間こってり絞られたが、チームメートが待っていてくれ
た。苦しい練習を乗り越え、そして友情を得た経験が、後の人生の
糧となった。

肩を壊しバレーボールに転向

　父と兄の母校でもある公立のトップ進学校の厚木高校に入学。
中学時代に肩を壊してしまったため、高校では瞬発力を活かせる
バレーボール部に入部した。厚木高校バレーボール部は藤沢商
業や法政二高などの強校がひしめき合う神奈川県で関東大会出
場を目指していた。未経験であり、バレーボール選手としてはけし
て背も高くはなかったが、レギュラーを勝ち取った。
　部活引退後、いよいよ大学受験というタイミングで、急な方向
転換を決意した。国立理系コースのクラスだったが、白衣で研究
をしている自分の姿がイメージできず、3年の冬に文系に転向し
た。その後、東京大学文科Ⅱ類に進学。経済学を専攻した。
　大学でもバレーボールクラブに所属。バイトなどの社会勉強に
勤しみ、また大いに遊んだ。
「当時は自分のことを湘南ボーイとか浜っ子などと言っていまし
た。地方から出てくる人が多い大学の友人から見たら、海老名も
湘南もあまり違いはないかなと。」　
　車が好きでドライブもよくした。その目的地の中には逗子マリ
ーナもあった。

「当時はカーナビがなかったので、行き方がわからず迷いました
（笑）。」
　その時は、自分がそこで働くことになるとは、思いもしなかった
に違いない。

バブル絶頂期に厳しいことで有名だった野
村證券に就職

　バブル絶頂期に就職をした。どこでも行きたい会社にいける
時代だったが、体育会の血がそうさせたのか、選んだ会社は、職
場が厳しいことで有名だった野村證券。自らを鍛えたいと考え、
あえて茨の道を選択した。野村證券には過去最大の550名の同
期が入社。当時は新入社員を含め、独身社員は基本的に寮生活
だった。夜中まで仕事をした後に飲みに行き、始発で帰宅。それ
でも朝のミーティングには全員が平然として顔を揃えた。「土
日はマーケットがやっていないので休めるのですが、日曜日の夕
方には、いわゆる“サザエさん症候群”で、寮の中が重苦しい雰囲
気でした。」
　先輩や顧客に鍛えられる日々だった。
「大手金融機関を担当していたので、各証券会社のトップセール
スとの競争でした。朝イチから“場”が引けるまで、両手に受話器
を持って電話をかけました。担当顧客へ電話が繋がっても勝負
は数分。その数分のために入念に準備もしているのですが、お客
様にとって有益な話でなければ、そんなつまらん話で俺の大事
な時間を削るな！と怒られました」
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18年勤めた野村證券を退社しリビエラへ

　同じ会社で働いていた女性と結婚したのだが、彼女の父親が、
リビエラグループの代表（現会長）だった。小林氏は、この縁で全
く新しい世界に挑戦することとなる。
　第二子が生まれた2008年、野村證券を退社し、リビエラに入
社。2017年から代表取締役社長となった。全く異なるフィールド
に飛び込んで見えた景色はどのようなものだったのだろうか。
「利用されるお客様の愉しまれている笑顔を直に見ることができ
る。時には涙ながらに感謝される。その体験は、前職で味わうこ
とがなかったものですね。」

自然に優しい会社でありたい

　マリーナ事業は自然から恩恵を享受するビジネスだ。自然に
優しい会社でいること、そのための取り組みは15年と長い。
「2001年にリビエラはマリーナの事業を承継しました。この環境
を守っていきたいと、2006年に『リビエラ未来創りプロジェクト』
を立上げ、将来を見据え様々な取り組みを行ってきました。社風
として根付いた当たり前の活動のため、今まではあまり発信して
いませんでしたが、我々の活動を発信することが触媒やきっかけ
となって、様々なムーブメントが生まれることを実感しています。

2030年を見据えサステナビリティの連鎖を起こしたいと願い”ハ
ブ”としてリビエラSDGｓフェスもスタートしました。」

　環境、教育、健康医療を３本柱にその活動は、多岐にわたる。
「レストランで出た野菜くずなどを処理し、堆肥として自社菜園や
三浦の農家で使い、そこで収穫した野菜を再びレストランで提
供する、といった食の完全循環にも取り組んでいます。リビエラ
海洋塾や一般社団法人日本海洋アカデミーなどの海洋プログラ
ムでは、海の楽しさ、厳しさ、豊かさを教え、アマモの育成支援、
ビーチクリーン、など相模湾で様々な活動をしています。6千人以
上の小中学生が、リビエラの海洋プログラムを体験し、海に出る
楽しさを味わい、海洋保全の大切さを感じてくれています。そし
て、子どもに教えることができる海のプロを養成するコースも用
意しました。」

　海が危険だと考える人が増え、海離れが進んでいると言われ
るが、海の厳しさとリスクマネジメントをしっかりと学ぶことで、
海を楽しむことができるようになる。ヨットが風上に走ることも知
識として教わるのではなく、体験を通して学ぶことができる。ま
た、健常者だけでなく難病や障害のある子どもたち、児童養護施
設の高校生など、あらゆる青少年を対象にした、誰もが楽しめる
海上体験を提供している。

「磨き上げ」というこだわり

　リビエラの将来について、その展望を語っていただいた。
「リビエラでは“古き良きモノを磨き上げ次の世代へ”という理
念が根付いています。池袋のリビエラ東京は築71年の木造です
し、三浦のリビエラシーボニアマリーナは53年、リビエラ逗子マ
リーナでは一番歴史ある本館が、築約50年になります。また、
1927年に建造されたクラシックヨット『シナーラ』のレストア（本
格修復）を、この度、世界 12 カ国から 50 人の職人たちを招聘し
自らの手で6年半かけて完成させたばかりです。施設やモノを
磨き上げることで、スタッフの心も磨かれます。そうやって由緒
と格式のあるブランドにしていきたいと考えています。」

磨き上げる、というこだわりは、施設にとどまらない。
「湘南は、自然、文化、食材、といった価値を持っています。こうい
った価値を活かしつつ、地元にこだわりながらも、世界を意識し
てブランドを磨き上げていきたいと思います。」
　
世界から認められるという文脈において、国際環境認証であるブ
ルーフラッグの取得を目指すことは、自然な流れだったのだろう。
「ブルーフラッグの厳しい認証をクリアすることで、自己満足でな
く、説得力が伴います。認証を受けることで襟を正すというか、自
らを追い込むことができます。」

充実したライフスタイル

　最後に小林氏のプライベートについて伺った。
「リビエラで楽しまれているお客様に直接会う毎日で充実してい
ます。また、セーリングやフィッシングをして海に佇むことで癒さ
れ、心身共にバランス良くリフレッシュを実感しています。オフ
シーズンには、レース経験のあるスタッフとチームを組んで、リビ
エラ主催のヨットレースに参戦したりもしています。」
　その笑顔から、リビエラが標榜している“充実したライフスタイ
ル”を送っている様子が感じられた。
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Special Edition
 

 「大自然と共に心豊かに生きる」を企業理念とするリビエラグループは、より豊かなライフスタイルをお客様に提
案し、新たな感動を創造し続ける企業です。同時に、私たちが展開する事業は、大自然の恩恵なくしては成り立ちま
せん。だからこそ私たちは、様々な課題を自社の課題として取り組む社会的使命があると考えています。東京池袋で
料亭「白雲閣」として開業して以来71年飲食業を営み、食の安全に真摯に向き合い活動してきました。また2001年
にマリーナ事業を継承し、リビエラ逗子マリーナ、リビエラシーボニアマリーナでは、景観の美しさだけでなく、時
には脅威を持つ相模湾や大自然を日々目の前で感じる中で、環境に対して強い関心を持ちました。そこで、2006年
に「リビエラ未来創りプロジェクト」を立ち上げ、現在はSDGsにもコミットし、「環境」「教育」「健康医療」を3本柱とし
て具体的な活動に全社員が継続的に取り組んでいます。当初（2006年）からリビエラ逗子マリーナでは「サステナ
ビリティタウン・リビエラ逗子マリーナ」として街づくりに力を注ぎ、循環型農法、太陽光発電、EV普及、ビーチクリー
ン活動の他、人とペットが心豊かに共生できるモデルタウンを目指してイベント開催などを行っています。

【海洋保全活動】豊かで美しい海を後世に残すために

【食文化】誰もが安心して食事を楽しむために

リビエラ逗子マリーナで取り組んでいる活動の一部をご紹介

「リビエラ未来創りプロジェクト」の詳細はこちら

①ビーチクリーン
特にマイクロプラスチックの回収に注力
して毎月実施。一般の方もリビエラビー
チクリーンに参加することができます。

③循環型農法
ゼロ・ウェイストを目指して2006年からリビエラ逗子マリ
ーナ内で「食の完全リサイクル」を実施し、フードロスと
CO2削減に努めています。レストランなどから出る野菜く
ずを一時処理して自社菜園で堆肥として使用し、そこで収
穫した野菜をまたレストランで提供する「循環型農法」に、
社員皆で取り組みんでいます。また2021年より、「循環型
農法」として地元農家との協働も始めました。

②ブルーシーフードの普及
「ブルーシーフードパートナー」として、
海の恵みの魚介類についても食を通じ
て発信しています。

リビエラ未来創りプロジェクト
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【クリーンエネルギー】脱炭素社会を目指した自然エネルギーの活用

　リビエラは「サステナビリティの連鎖を起こしたい」と願い活動しています。SDGsのゴールである2030年までのカウントダウ
ンを迎えた今、リビエラが”ハブ”となってSDGsに賛同する仲間をつなぎ、その輪を広げることを目的に「リビエラSDGsフェス」
を2021年から新たにスタートしました。過去2回の開催は新型コロナによる緊急事態宣言中でしたが、「コロナだからとサステ
ナビリティ活動を止めてはいけない、できる方法を」と考え、知事や医師、研究者、小中学生ら、また企業人もファッションから飲
料メーカーまで多様な方々がパートナーとなってオンラインでつながり開催できました。次回「第3回リビエラSDGsフェス」は
10月31日、リビエラ逗子マリーナにて実際に体験いただけるリアルイベントを目指して準備を進めております。今後もこの取り
組みを継続し、SDGsの共感の輪をさらに広げていきます。

④日本初 マリーナに薄膜太陽光パネル
発電した電気を係留艇への給電に利用し、再生エネルギーの
普及に向け「見える化」も実施しています。

⑤電気自動車の普及
EV普及率0.5％以下だった2012年からEV充電スタンドを設置
し(現在17機)、EVで来場しやすくカーボンゼロに向けた街づく

りをしています。また社員向けにワ
ークプレイスチャージを導入、福
利厚生としてEV乗り換え補助制度
を設けています。

⑥日本初 ホテルにEV充放電（V2B）システム
太陽光パネル設置とスマートチャージによるピークカットや
EV充電の平滑化を行い、CO2削減に貢献。停電時にはEVから

ホテルに電力を供給して携帯充電等
ライフラインを確保し、非常時にも
配慮しています。「いつも」と「もしも」
を両立したマリブホテルは、2020年
開業。

⑨磨き上げ活動
“モノを磨き～、技量を磨き、心を磨く”という行動指針のもと、
地域の一員としても近隣の歩道や公共トイレなどを気持ちよ

くご利用いただけるよう、定期的に
清掃しています。中でも、地域の公
衆トイレ（神奈川県逗子市・三浦市）
は2015年より週2回、スタッフが交
代で清掃を実施し、便器や窓の交
換、塗装や高圧洗浄などを無償で
提供しています。

⑧人とペットの豊かな街づくり
2017年より「逗子マリーナペットフェ
スタ」を継続して開催し、動物愛護意
識の向上と、共生社会の豊かなモデ
ルタウンを目指して発信しています。

【地域社会】上質で心地良い暮らしを楽しむために

⑦シーレーン（海上交通）の開発
支援
「かながわ海洋ツーリズム推進協議
会」に参画し、相模湾の新しい海上
交通ルート「シーレーン」の開発を
支援しています。

ご視聴はこちら 第2回リビエラSDGsフェス

リビエラ逗子マリーナのホテル・
レストラン・リビエラプラザ等の
電力は100％再生エネルギー
を利用しています

リビエラSDGsフェス

第1回リビエラSDGsフェス
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ブルーフラッグとは、国際NGO
FEE（国際環境教育基金）による
世界で最も歴史ある国際認証制
度です。①水質、②環境教育と
情報、③環境マネジメント、④安
全性・サービスの4分野、33項目
の認証基準があり、毎年審査を
受けて更新する必要があります。

基準を満たしたビーチ・マリーナ等はフラッグを掲げることができ
ます。ブルーフラッグは1985年にフランスで誕生し、現在世界49ヶ
国、4,820ヶ所が取得。特にヨーロッパでの認知度は高く、ブルーフ
ラッグビーチは「きれいで安全で誰もが楽しめる優しいビーチ」とし
て、多くの人々がバカンスに訪れます。国内における認証ビーチは、
鎌倉市「由比ガ浜海水浴場」、高浜町「若狭和田海水浴場」、神戸市
「須磨海水浴場」、山武市「本須賀海水浴場」、藤沢市「片瀬西浜・鵠
沼海水浴場」の5か所のみです。

リビエラ逗子マリーナは、
マリーナとして日本初のブルーフラッグ取得

を目指しています。
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