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レクー沖縄北谷スパ＆リゾートの別棟が開業 

家族で泊まれるラグジュアリーリゾート 

「レクー沖縄北谷スパ＆リゾート プレミア」 
2020 年 7 月 1 日（水）グランドオープン 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

「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、

2020 年 7 月 1 日（水）、「レクー沖縄北谷スパ＆リゾーﾄ プレミア」（総支配人：阪本
さか も と

孝
たか

俊
と し

）を沖縄県中頭郡北谷

町美浜に新たに開業いたします。 

「レクー沖縄北谷スパ＆リゾート」は 2020 年 3 月、ベッセルホテルズで初めてのリゾートホテルとして、メイン棟

をオープン。この度、オープンする同プレミア棟は、よりワンランク上のラグジュアリー体験を求めるお客様のため

に、さらに上質なサービスと非日常性、特別なプライベート空間をご提供いたします。 

 

アールデコと沖縄モダンを融合したホテルデザイン 

“アールデコ＆沖縄モダンの融合”をコンセプトに、客室は空間自体に余白を持たせ、テラスや一部の客室で

はプライベートプールを設置し、オリジナルデザインの置き家具、ラタンや籐をふんだんに使うなど、まるで住宅

のような居心地の良さとリゾートスタイルを同時に表現。さらに、沖縄らしさを表現するため、沖縄の作家による金

箔と染色を施したオリジナルタペストリーや、さざ波や砂浜からインスピレーションを受けたグラフィックのカーペッ

トを取り入れたほか、エントランスやスイートルームのテラスの床には沖縄の素材（琉球石灰岩）を多用。沖縄らし

いアートを空間の中に調和させることで、より上質な環境を作りあげました。 

 

沖縄発の淹れ立てコーヒーや家族旅行に嬉しいサービスも 

ダイヤモンドスイート、ゴールドスイートにご宿泊のお客様限定で、沖縄・北谷発のコーヒースタンド

「ZHYVAGO COFFEE（ジバゴ コーヒー）」より、コーヒーとお菓子のワンプレートをご提供。淹れ立てのコーヒー

でお客様をお迎えいたします。そのほか、お子様には 18 歳以下添い寝無料サービスや、各種グッズのお貸し

出しや無料提供、5 歳以下のお子様朝食無料など、ご家族で気軽にお泊まりいただける充実したサービスをご

提供しております。ぜひご家族や大切な人との充実したひとときをお過ごしください。 

 

ベッセルホテルズは現在、全国で 26施設を運営しており、2021年秋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。 

  

ダイヤモンドスイート 客室 ダイヤモンドスイート プール・テラス 



 

■ 客室情報 

3階から 7階までの客室フロアには、33.4㎡～373.3㎡まで 6タイプ 48室のバリエーションに富んだ客室を設け

ており、全室の浴室には敷地内の源泉から天然温泉が引かれており、蛇口をひねるとフレッシュな温泉をお楽し

みいただけます。全室洗濯乾燥機設置、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。 

 
 
 
 
 

定員  ：大人 1～9 名（添い寝のお子様除く） 

広さ  ：373.3 ㎡（テラス含む） 

フロア ：7 階  

 

 
 
 
 
ベッド幅：160 ㎝幅×2 台、140 ㎝幅×2 台 
      90 ㎝幅×5 台 
設備  ：プライベートプール、ミニキッチン 

独立洗面化粧台、洗い場付きバス  

  

ダイヤモンドスイート 客室 ダイヤモンドスイート プール・テラス  

  

 ダイヤモンドスイート 客室 ダイヤモンドスイート 客室 

  

ダイヤモンドスイート リビング ダイヤモンドスイート 浴室 

 

◆ダイヤモンドスイート ｜ プライベートプール付き 

メゾネットタイプの特別な客室。プライベートプールや大きめのテーブルもあり、テラスで大人数で 

くつろげます。 

 



 

◆ゴールドスイート ｜ プライベートプール付き 
 

定員 ：大人 1～5 名（添い寝のお子様除く） 

広さ ：177.5～182.2 ㎡（テラス含む） 

フロア：6 階 

 
 
ベッド幅：160 ㎝幅×2 台、90 ㎝幅×3 台 

設備  ：プライベートプール、ミニキッチン 

独立洗面化粧台、洗い場付きバス 

  

  

◆デラックスプレミアムルーム 
定員  ：大人 1～4 名（添い寝のお子様除く） 

広さ  ：53.9～57.6 ㎡（テラス含む） 

フロア ：3～5 階   設備：ミニキッチン 

ベッド幅：140 ㎝幅×2 台、90 ㎝幅×2 台 

◆プレミアムルーム 
定員  ：大人 1～3 名（添い寝のお子様除く） 

広さ  ：37.2～39.3 ㎡ 

フロア ：3～5 階 

ベッド幅：140 ㎝幅×2 台、90 ㎝幅×1 台 

  

◆モデレートルーム 
定員  ：大人 1～3 名（添い寝のお子様除く） 

広さ  ：33.4 ㎡ 

フロア ：4 階・5 階 

ベッド幅：140 ㎝幅×2 台、90 ㎝幅×1 台 

◆プレミアムイージーアクセス 
定員  ：大人 1～3 名（添い寝のお子様除く）  

広さ  ：39.3 ㎡ 

フロア ：5 階 

ベッド幅：140 ㎝幅×2台、90㎝幅×1台 

  



 

宿泊料金素泊まり（1泊 1室あたり料金 / 税込） 

 
 

■ サービス 

ダイヤモンドスイート・ゴールドスイート限定サービス 

●ウェルカムドリンク 

「ZHYVAGO COFFEE」※で淹れたコーヒーとお菓子のワンプレートをご提供 

・コーヒーショップから客室へ直接お持ちします 

・コーヒーは、紅茶への変更も可能です 

※ZHYVAGO COFFEE ：沖縄・北谷町のコーヒースタンド。 

バリスタの心の通った 1杯の丁寧なコーヒーを提供します。 

http://zhyvago-okinawa.com/ 

 

●ミニバー 

各客室のミニバーには、赤ワイン・白ワイン、ビール、ソフトドリンクをご用意しており、 

ご自由にお楽しみいただけます。 

 

 
ご家族向けサービス 

-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、5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ドリンクバー形式のウェルカムドリンクを無料でご用意しております。 

プレミア感のある客室で、ご家族でのんびりと、非日常を感じお過ごしいただけます。 

 

 

  

http://zhyvago-okinawa.com/


 

■ レクー沖縄北谷スパ&リゾート プレミアを彩るアートコレクション 

地域の文化を取り入れることで、街に溶け込むデザインの新しいホテルを提案します。沖縄出身のアーティスト、

金城有美子や、嘉数義成をはじめ、当ホテルのために制作されたアート作品を館内や客室に展示しております。 

 アート(陶芸) 金城有美子 

青花器 Title：「Blue Shell 」 

海底から青く煌く貝をイメージ 

掛け花入れ Title：「八重の影」 

真夏の木陰の下から空を覗き込んだ時、幾重にも重なりあった木の葉の様 

 アート(布) 嘉数義成 

Title：連(ren) 

“物事が連なり積みあがる行いや行動が日々連なる事で今を作りあげる、 

誰に見られている事でもなく信念を持った行動や良い行いが一つずつ連なる事

で輝かしい未来に繋がる。“ 

 サイン ナニラニ 

上質な質感を保ち、分かりやすく・シンプルで 

心が動く・ワクワクするような設計 

 カーペット A&M  Artist: Mariko Hayashi 

Title: 珊瑚の海 

世界有数の珊瑚礁をもつ沖縄。島の周りに広がる珊瑚は太陽の光をたくさん浴

びながら育ちます。海に差し込む日差しによりゆらゆらと光は揺れ、透明な海の

下に見え隠れする珊瑚は波の光に揺られてキラキラと輝いています。 

 家具・小物 SU+ 

リゾートを感じさせる籐やラタンを使い、小物や家具をデザインしました。 

自然の色や素材を使うことで、飽きのこないもの、年月が経つとより空間になじ

むものを、選定しました。 

 ランドスケープ UDS 小泉智史 

シンプルで上質感のあるインテリア空間に鮮やかな植栽を配置することで、非日

常感を演出しました。 

今回の計画は見るお庭ではなく、お客様が実際にテラスに出て屋外空間を楽し

み、美しく見える背景としての景観を創出しました。 

 フラワーアーティスト MICHIKO 

沖縄で昔から月桃の葉で餅（ムーチー）を包んだり、種子を漢方薬にしたりと親

しまれてきた「月桃」の実をメインに南国らしいヤシの葉や個性的な実や葉を合

わせ飾りました。 

 

  



 

■ 施設情報 
  

プール [メイン棟 8階] インフィニティプール(左) お子様用プール(右) 

  

北谷温泉 [メイン棟 8階] 天然温泉大浴場(左) ミストサウナ・女性(右) ※男性はドライサウナ 

  

カフェ&バー [メイン棟 8階] リラクゼーション スパソラニ [メイン棟 8階] 

  

●フィットネスルーム [プレミア棟 6階] 

ランニングマシン、エアロバイク、クロストレーナー、ダ

ンベルをご用意し、ご宿泊のお客様は無料でご利用

いただけます。(9 月開設予定) 

 

●コンビニエンスストア ローソン [メイン棟 １階] 

ホテル内に併設されており、館内からアクセスできま

す。 

 

●ショップ 

メイン棟1階・プレミア棟B1階～3階(オープン予定)、

敷地内には、飲食店や、雑貨店など多彩なショップ

が揃いお買い物やお食事が楽しめます。 

朝食ビュッフェ [メイン棟 2階] 

非日常感、解放感をたっぷり楽しんでいただくため

に、一日の始まりに、わくわくリゾートキッチンを

コンセプトとし、ここでしか体験することができな

いメニューを豊富に用意いたしました。 

 
  



 

■ マップ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 施設概要 

名称        レクー沖縄北谷スパ＆リゾート プレミア 

所在地       沖縄県中頭郡北谷町美浜34番地1 

開業日       2020年7月1日（水） 

施主        株式会社Ｄｅｐｏｔ ｉｓｌａｎｄ ｓｐａ＆ｒｅｓｏｒｔ 

運営        株式会社ベッセルホテル開発 

設計        有限会社アイランドb.dプランニング 

施工        有限会社大地建設・株式会社仲本工業 特定建設工事共同企業体 

着工        2018年10月 

竣工        2020年 5月 

建物概要      敷地面積：2,647.90㎡ 

          延床面積：7,181.69㎡ 

          構 造 ：鉄筋コンクリート造 地上7階建て 

          客室数 ：全48室/プレミア棟 

(ホテル全体客室数 メイン棟・プレミア棟 合計277室) 

          駐車場 ：250台（自走式立体駐車場） 

 

■ 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 2,140 名（ベッセルグループ 2020 年 6 月 1 日現在） 



 

■ 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：船山・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）・遠藤 

〒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 沖縄県中頭郡北谷町 

28 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 

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

30 ベッセルインなんば 123室 2020年 開業予定 大阪市中央区 

31 ベッセル松山市駅ホテル(仮称) 208室 2021年 秋開業予定 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   

mailto:vessel_hotels@ssu.co.jp

