
 

 
プレスリリース 

報道関係者各位 

2020 年 1 月吉日 

株式会社ベッセルホテル開発 

 

ベッセルホテルズ「千葉県」に 3 ホテル目出店 

「ベッセルイン京成津田沼駅前」、2 月 1 日グランドオープン 
千葉県産地元食材にこだわった朝ごはんが最上階スカイビューの会場で味わえる 

 

「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

ッセルイン京成津田沼駅前」（支配人：合田
ご う だ

厚司
あ つ し

）を 2020 年 2 月 1 日（土）、千葉県習志野市にグランドオープ

ンいたします。 

ベッセルホテルズは、現在全国で 24 施設を運営しており、2021 年夏までに開業が決定しているホテ

ルを含め計 31施設となる予定です。 

 

ホテルのインテリアコンセプトは、「リトルラグジュアリー」。空間デザインは、シックな色を基調として、落ち着い

た雰囲気に仕上げています。あらゆるディテールと一つ一つの素材感にこだわり、空間全体に、ポイントをちりば

めることで上質でラグジュアリーな雰囲気を演出します。また、大きな窓から光が差し込む開放感あふれる最上

階スカイビューの会場では、「津田沼 千葉のこだわり朝ごはん」をテーマに、郷土料理や千葉ならではの味わ

いを堪能できる多彩な朝食メニューをご提供します。 

 

ご家族やご友人とのご旅行やお仕事の機会にも、ぜひ千葉の魅力をまるごと感じられる、「ベッセルイン京成

津田沼駅前」をご利用ください。 



 

■ スカイビューの会場でいただくこだわり朝ごはん 

ベッセルイン京成津田沼駅前の朝食は、「津田沼 千葉のこだわり朝ごはん」をテーマに、千葉県産地元食材に

こだわった朝食メニューをご用意しております。豊洲市場のマグロ丼、房総半島の富津の郷土料理はかりめ丼、

千葉県産大豆・米麹100％使用の味噌“千葉の恵み”を使った味噌汁・豚汁、九十九里浜ファームの地養卵、県

産野菜を使用した浅漬け・ぬか漬けなど多彩なメニューをお届けいたします。また、女性やお子様に人気のスイ

ーツには、県産さつま芋“紅あずま”とナッツのカタラーナやびわの果肉をたっぷり加えたオリジナルみつ豆をご

用意、お好みで粒あんや黒蜜をかけてお楽しみいただけます。 

 

 

【メニュー例】 

銚子産さばの一夜干し、ベーコンとブロッコリーのソテー、ロールキャベツ、アラビアータ、厚焼き玉子、スクラン

ブルエッグ、筑前煮、スープ、サラダ、など。 

 

【営業時間】 6：00～9：30   

【朝食料金】 大人 900 円（税込） ／12 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/ 



 

■ 客室情報 
5 階から 10 階の客室フロアには、15.0 ㎡から 41.5 ㎡まで 6 タイプ 92 室の客室を設けております。全

室禁煙の客室では、靴を脱いでお過ごしいただけるスタイルを採用しており、ホテルにいながら自宅

のようにおくつろぎいただけます。 

 
  

・デラックスシングル【36 室】 
150 ㎝幅×1台 
16.5 ㎡～18.0 ㎡ 

・スーペリアルーム【14室】 

120 ㎝幅×2台 90㎝幅×1台 ※1 

23.0～24.2 ㎡  
 

 
[他客室タイプ] 
 
・スタンダードシングル【15室】 
140 ㎝幅×1台 
15.0 ㎡ 
 

・スタンダードツイン【13 室】 
120 ㎝幅×2台 
18.3 ㎡～22.2 ㎡ 
 

・デラックスルーム【11室】 
120 ㎝幅×2台 90㎝幅×2台 ※2 
28.3～31.1 ㎡  

 

※1 宿泊人数に応じて、ベッド台数 2～3 台設置 

※2 宿泊人数に応じて、ベッド台数 2～4 台設置 

・プレミアルーム【3 室】 

140 ㎝幅×2台 90㎝幅×2台 ※2 

39.0～41.5 ㎡  

 

 

宿泊料金素泊まり（1泊 1 室あたり料金 / 税込） 

 

  1 名利用 2 名利用 3 名利用 4 名利用 

スタンダードシングル 7,600 円～ 9,800 円～ - - 

デラックスシングル 8,600 円～ 11,100 円～ - - 

スタンダードツイン 9,300 円～ 11,800 円～ - - 

スーペリアルーム 9,800 円～ 13,300 円～ 15,300 円～ - 

デラックスルーム 11,800 円～ 15,300 円～ 17,300 円～ 19,300 円～ 

プレミアルーム 13,300 円～ 16,800 円～ 18,800 円～ 20,800 円～ 

 

 

 

 



 

■ 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。さらに、12 歳以下のお 

子様は朝食も無料。 

- 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。 

- 女性のお客様には美容液などの充実したアメニティを、男性のお客様には化粧水をご自由にお使いいただ 

けます。 

- 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        ベッセルイン京成津田沼駅前 

所在地       千葉県習志野市津田沼5丁目12番4号  

NARASHINO CREST（習志野クレスト）5階～10階 

開業日       2020年2月1日（土） 

運営        株式会社ベッセルホテル開発 

建物概要      ホテル階（5階～10階）床面積 ：3,539.08㎡ 

          構 造 ：鉄骨造地上10階建 

          客室数 ：全92室 
 

 

■ 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 2,263 名（ベッセルグループ 2020 年 1 月 1 日現在） 

 

 
「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 

 

  



 

 

■ グループホテル 

 

 

 

 

【本件に関するお問い合わせ先】 

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月開業予定 沖縄県中頭郡北谷町 

27 レクー沖縄北谷スパ＆リゾート アネックス(仮称) 48室 2020年5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年夏開業予定 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   


