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プレスリリース 

報道関係者各位 

2020年 4月 2日 

株式会社ベッセルホテル開発 

 

       ベッセルホテル石垣島×八重山商工高等学校  

高校生が考えた宿泊プランが大好評！ 

家族旅行向けに宿泊プランを新規発案！優勝チームのアイデアを商品化 

子育て世代に便利な離乳食付きオムツ替え放題プラン！ 
 

 

 

「あなたと家族と街を愛する」をコンセプトに、全国でホテル事業を展開する株式会社ベッセルホテル開発 

（本社：広島県福山市南本庄三丁目 4 番 27 号、代表取締役社長：瀬尾
せ お

 吉郎
よ し ろ う

、以下、ベッセルホテルズ）は、 

「ベッセルホテル石垣島」（沖縄県石垣市、支配人：佐久
さ く

川
がわ

真由美
ま ゆ み

）にて、初めての試みとなる高校生考案の宿

泊プランをスタートいたしました。 

 

ベッセルホテル石垣島では、石垣島にご宿泊される方に喜んでいただくことを目的とし、沖縄県立八重山商

工高等学校と共に、「家族やグループ等複数名利用のお客様に向けたプラン」をテーマに 8 チームに分かれて

コンテスト形式の授業を実施。ホテル側で設定した審査項目を基準に、ベッセルホテル石垣島の支配人、ホテ

ル職員で審査を行った結果、優勝グループが発案した宿泊プランの商品化が決定しました。 

見事優勝したグループによる宿泊プラン「【ファミリープラン】オムツ無料提供！らくちんファミリー旅♪レンタカ

ー割引券＆選べるプレゼント付き」は、2020 年 2 月 1 日より販売を開始し、お子様連れのお客様に大変ご好評

をいただいております。本プランの特徴は、子ども連れで旅行をする際にかさばるオムツや離乳食をホテルが用

意することで、荷物に余裕が生まれ、離島への旅行をより快適なものとしていただきたいという想いが込められて

おります。 

ベッセルホテルズでは、2019年より全施設共通で、「18歳以下のお子様添い寝無料」サービスを行っておりま

す。さらに、ベッセルホテル石垣島は、朝食無料ですので、ご家族全員の朝食も無料でお楽しみいただけます。

お子様専用の貸出品なども多数取り揃え、ご家族でお気軽に旅行を楽しんでいただけるようなサービスに、積

極的に取り組んでいます。 

  

ベッセルホテル石垣島 八重山商工高校 優勝グループのみなさん 
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■ベッセルホテル石垣島＆八重山商工コラボレーション企画 
 
主催：ベッセルホテル石垣島 

協力：沖縄県立八重山商工高等学校（住所 沖縄県石垣市真栄里 180番地） 

 実施期間：2019年 10月～2020年 2月 

対象：沖縄県立八重山商工高等学校 情報ビジネスコースと会計システムコースの３年生 計 50名 

1グループ 6～7名編成で、合計 8グループに分かれて実施 

 

テーマ：家族やグループ等複数名利用のお客様に向けた宿泊プラン 

審査員：ベッセルホテル石垣島支配人、副支配人、他 2名 

優勝プラン：【オムツ替え放題！！】らくちんファミリー旅  ※販売時にプラン名一部変更 

プラン内容： 

いつも子どものお世話で慌ただしく心に余裕を持つことが難しい世代の家族が石垣島でゆっくりと寛

いでいただけるような旅、かさばるオムツなどの荷物を持たずに、らくちん旅をすることができます。 

また、離乳食を 1泊につき 2食準備し、離乳食が不要なお母様には美顔パックをプレゼント。 

選考理由： 

ファミリー層の増加が見込め、荷物がかさばる乳幼児連れのお客様にとってもメリットが高く、三世代

向け商品のラインナップとしても喜んでいただけそうであり、未就学児の場合、平日でも旅行がしやす

く年間を通しての集客が見込める当社独自の添い寝無料などのセールスポイントが良く出ていたた

め。 

 

■【ファミリープラン】オムツ無料提供！らくちんファミリー旅♪ 
レンタカー割引券＆選べるプレゼント付き 宿泊プラン概要 

 

販売名 【ファミリープラン】オムツ無料提供！らくちんファミリー旅♪ 

レンタカー割引券＆選べる嬉しいプレゼント付き 

特典詳細 ・1泊につき離乳食 2種類（7 ヶ月・9 ヶ月・12 ヶ月用で準備）またはお母様用に 

美顔パック「沖縄限定ルルルンパック（シークワーサーの香り）」のいずれかをプレゼント 

・レンタカー200円割引券 

（ニコニコレンタカー・ホテルまでの送迎付き） 

・子ども用アメニティ（オムツ・オムツ用ゴミ箱・お尻拭き）を 

事前にお部屋にセットさせていただきます。 

※お子様のオムツのサイズは事前にご連絡ください。 

（S・M・Lの 3種類）メーカー指定は承れません。 

その他貸出品 子ども用便座、ステップ台、ベビーカー、など 

販売価格 ダブル：9,500 円～17,300円 

エキストラツイン：10,500円～18,200円 

ツイン：11,500 円～22,200円  

販売サイト 公式ホームページ https://www.vessel-hotel.jp/ishigaki/ 

楽天トラベル、じゃらん 

販売期間 2020年 2月 1日～12月 31日 

 

発案者代表コメント 八重山商工高情報ビジネスコース 3年（2019年度） 久松悠花さん 

“お客様の満足度を高めることが、地域活性化につながると実感” 

 「私たちはまず、市場調査として街に出て観光客や地元の人の声を聞き、競合ホテルを調べたうえで、ペ

ルソナ設定を行いました。ホテルの特徴を活かしてアピールすることは思った以上に難しかったため、私た

ちのプランが選ばれたとホテルの方から発表されたときには、とても嬉しかったです。 

この経験を活かして、これからはまわりの人が必要としている声に耳を傾け、行動していこうと思います。

また、ホテル側のメリットを考え、お客様の満足度を高めることが、地域活性化につながることを実感でき

たので、地元である石垣島にも貢献できるよう頑張ります。 

私たちのために協力していただいたベッセルホテル石垣島の皆さん、ありがとうございました。」 
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■ベッセルホテル石垣島について 

2005年、沖縄県石垣市にオープン。2階から 10階までの客室フロアには、21～26㎡までシングルタイプ 54

室、ツインタイプ 72 室の客室を設けており、全てのお部屋に 150cm 幅のベッドとマイナスイオンの発生する浴

室を完備しております。全室禁煙で空気洗浄機を完備。全館Wi-Fi も無料でご利用いただけます。 

また、マリンスポーツなどを楽しむ方のために、機材洗い場、鍵つきのダイビングロッカーの設置、海水浴用

のバスタオルの無料貸出しや、2時間まで無料のレンタサイクルなど、石垣島を楽しんでいただくためのサービ

スをご用意。到着時のウェルカムドリンクには、さんぴん茶・アイスキャンディーを用意し、沖縄らしさを随所に

感じることができるよう工夫をこらしております。 

 

 

 

八重山料理が豊富な「しあわせ島ごはん」 

ベッセルホテルズ石垣島の朝食のテーマは「しあわせ島ごは

ん」。八重山料理も豊富に用意され、長期滞在の方にも、日

替わりメニューで元気に朝から活動いただけます。見て楽し

い、食べてうれしい“しあわせ島ごはん”をぜひお楽しみくださ

い。 

【メニュー例】島豆腐、ちゃんぷる（ゴーヤ、パパイヤなどを日

替わり）、八重山そば、紅芋・黒糖ブレッド、もずく・あーさが入

ったウインナーなど、ラフテー、など。 

【営業時間】 6：30～9：30  

【朝食料金】 宿泊者の方：無料、外来の方：大人1,200円（税

込） / 6～12歳 800円（税込） / 5歳以下無料 

 

 

※ベッセルホテルズ「しあわせ朝ごはんプロジェクト」 

ベッセルホテルズでは 2018 年より、新規開業ホテルをはじ

め、既存のホテルの朝食メニューのリニューアルに取り組ん

でいます。「朝ごはんで地域を感じる」「日本の四季を感じる」

をテーマに、ホテルごとにコンセプトを掲げ、郷土料理や地元

食材にこだわり、和洋さまざまなメニューを提供しています。

現在までに、沖縄・石垣島、熊本や京都など既存の 14 ホテ

ルのリニューアルを完了。2020 年 5 月までに 3 ホテルの

リニューアルを予定しています。 

URL: https://www.vessel-hotel.jp/breakfast/ 
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■ サービスの特長 

- 18歳以下のお子様添い寝無料。ご両親や祖父母と同室での添い寝の場合は無料に。 

- お子様には、ベビーベッドなどの豊富な貸出品、お子様用アメニティやおむつ・おしりふきなどベビー用

品も無料でご提供。小さなお子様連れの家族旅行にもおすすめです。 

- ご到着時のおもてなしとして、ウェルカムドリンクを無料でご用意しております。 

 

■ 施設概要 

名称        ベッセルホテル石垣島 

所在地       沖縄県石垣市浜崎町一丁目2番7号 

お問い合わせ    TEL 0980-88-0101 

公式ホームページ  https://www.vessel-hotel.jp/ishigaki/ 

アクセス      《南ぬ島 石垣空港から》 

レンタカー・タクシーで 約30分 

          直行バスで石垣港離島ターミナル下車 徒歩約8分 

          路線バス（系統④⑩）バスターミナル下車 徒歩約8分 

          《離島航路から》 

石垣港離島バスターミナル下車 徒歩約8分 
 

 
■ 株式会社ベッセルホテル開発 会社概要 
 

社名 株式会社ベッセルホテル開発 

本社所在地 〒720-0077 

広島県福山市南本庄三丁目 4番 27号 

TEL（084）920-1230 FAX（084）920-1156 

設立 2003年 9月 24日 

資本金 1,000万円 

決算月 3月 

株主構成 株式会社ベッセル 100％出資 

代表者 代表取締役社長 瀬尾 吉郎 

ベッセルグループ 株式会社ベッセル   

株式会社ベッセルテクノサービス 

株式会社ベッセルセントラルサービス 

公益財団法人しぶや美術館 

ベッセルグループ従業員数 2,260名（ベッセルグループ 2020年 4月 1日現在） 
 

  

ベッセルホテルズでは、「J.D. パワー2019年ホテル宿泊客満足度調査」の＜1 泊 9,000 円～15,000円未満部門

＞において、第１位を受賞いたしました。 

出典：J.D. パワー 2019 年ホテル宿泊客満足度調査。当部門は正規料金の最多価格帯 9,000 円以上 15,000 円未満、もしく

は最多価格帯が 9,000 円未満かつ最多客室面積が 15 ㎡以上のホテルが対象。直近１年間に宿泊したホテルに関して 6,022

名からの回答による。jdpower-japan.com 
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■ グループホテル 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

ベッセルホテルズ PR事務局（株式会社サニーサイドアップ.内） 担当：舩山・高野・森田・杉本 

TEL: 03-6894-3201   FAX: 03-5413-3051   E-mail: vessel_hotels@ssu.co.jp 

株式会社ベッセルホテル開発 マーケティング課 担当：池田・須内（すのうち） 

〒720-0077 広島県福山市南本庄三丁目 4番 27号  

TEL: 084-920-1230   FAX: 084-920-1156 

 

1 ベッセルホテル福山 121室 2000年 3月開業 広島県福山市 

2 ベッセルイン福山駅北口 117室 2002年 3月開業 広島県福山市 

3 ベッセルホテル倉敷 120室 2002年 4月開業 岡山県倉敷市 

4 ベッセルホテル熊本空港 132室 2004年 8月開業 熊本県菊池郡大津町 

5 ベッセルホテル石垣島 126室 2005年10月開業 沖縄県石垣市 

6 ベッセルホテル福岡貝塚 124室 2006年 2月開業 福岡市東区 

7 ベッセルホテル東広島 126室 2006年 6月開業 広島県東広島市 

8 ベッセルホテル苅田北九州空港 128室 2006年11月開業 福岡県京都郡苅田町 

9 ベッセルホテル都城 128室 2008年 1月開業 宮崎県都城市 

10 ベッセルイン上野入谷駅前 76室 2011年 2月開業 東京都台東区入谷 

11 ベッセルイン広島駅前 85室 2012年 2月開業 広島市南区西蟹屋 

12 ベッセルホテルカンパーナ沖縄 161室 2012年 3月開業 沖縄県中頭郡北谷町 

13 ベッセルイン札幌中島公園 196室 2013年 2月開業 札幌市中央区 

14 ベッセルイン八千代勝田台駅前 78室 2013年 9月開業 千葉県八千代市 

15 ベッセルイン博多中洲 166室 2014年10月開業 福岡市博多区中洲 

16 ベッセルホテルカンパーナ京都五条 238室 2015年 9月開業 京都市下京区 

17 ベッセルホテルカンパーナ沖縄 別館 163室 2016年11月開業 沖縄県中頭郡北谷町 

18 ベッセルイン心斎橋 133室 2017年 5月開業 大阪市中央区 

19 ベッセルイン滋賀守山駅前 120室 2017年 8月開業 滋賀県守山市 

20 ベッセルホテルカンパーナ名古屋 233室 2018年10月開業 名古屋市中村区 

21 ベッセルイン栄駅前 225室 2018年11月開業 名古屋市中区 

22 ベッセルイン千葉駅前 172室 2019年 3月開業 千葉市中央区 

23 ベッセルホテルカンパーナすすきの 296室 2019年 6月開業 札幌市中央区 

24 レフ熊本 by ベッセルホテルズ 229室 2019年12月開業 熊本市中央区 

25 ベッセルイン京成津田沼駅前 92室 2020年 2月開業 千葉県習志野市 

26 レクー沖縄北谷スパ＆リゾート  229室 2020年 3月開業 沖縄県中頭郡北谷町 

27 レクー沖縄北谷スパ＆リゾート プレミア 48室 2020年 7月開業予定 沖縄県中頭郡北谷町 

28 レフ京都八条口 by ベッセルホテルズ 124室 2020年 8月開業予定 京都市南区 

29 ベッセルインなんば 123室 2020年 8月開業予定 大阪市中央区 

30 レフ大宮 by ベッセルホテルズ 198室 2020年 9月開業予定 さいたま市大宮区 

31 ベッセル松山市駅ホテル(仮称)  208室 2021年夏開業予定 愛媛県松山市 

 福山ニューキャッスルホテル 

（運営：株式会社ベッセル） 

218室 

 

1984年 7月開業 広島県福山市 

 合計 4,933室   


