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旅の口コミサイト「トリップアドバイザー」 
「2017 年 エクセレンス認証（Certificate of Excellence）」を獲得 

～ベッセルホテルズ 10 ホテル受賞～ 
 

全国で宿泊施設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

）が運営する 10 ホテルにおいて、トリップアドバイザー® の 

Certificate of Excellence (エクセレンス認証) を受賞しました。 

 ベッセルホテル石垣島は、エクセレンス認証が 2010 年に開始して以来、7年連続して受賞し、ベッセ

ルホテルカンパーナ京都五条は、2015年９月開業後、受賞資格を得てすぐの受賞となります。 

 

今回、トリップアドバイザー「2017 年 エクセレンス認証（Certificate of Excellence）」を受賞

した 10ホテルは以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ホテル名 都道府県 

４年連続 ベッセルイン札幌中島公園 北海道 

初受賞 ベッセルホテルカンパーナ京都五条 京都府 

３年連続 ベッセルホテル福山 広島県 

３年連続 ベッセルイン福山駅北口 広島県 

３年連続 ベッセルホテル東広島 広島県 

３年連続 ベッセルホテル福岡貝塚 福岡県 

２年連続 ベッセルイン博多中洲 福岡県 

２年連続 ベッセルホテル都城 宮崎県 

５年連続 ベッセルホテルカンパーナ沖縄 沖縄県 

７年連続 ベッセルホテル石垣島 沖縄県 



 

「トリップアドバイザーは、2017年 Certificate of Excellence の受賞施設を発表します。これは、

旅行者から継続して称賛および高評価を得ているホスピタリティ ビジネスに授与されます」と、トリ

ップアドバイザー マーケティング担当上級副社長、Heather Leisman は述べています。 「このアワー

ドにより、旅行者が自分にとって最適な旅を見つけ、確信を持って予約できるようにするために、積極

的に顧客と関わり、ご意見を活用している施設を、公式の場で表彰することができます」。 

 

Certificate of Excellence (エクセレンス認証) は、12 か月の間に旅行者がトリップアドバイザーに

投稿した口コミの質、件数、および投稿時期を考慮して決定されます。 受賞施設に選ばれるには、ト

リップアドバイザーの総合バブル評価で 5 段階中 4 以上を維持しており、最低限の口コミ数を獲得し

ているほか、トリップアドバイザーでの掲載期間が 12 か月以上である必要があります。 

 

「トリップアドバイザー」とは： 

トリップアドバイザー(R)は、旅行者が最高の旅行を計画・実行するための世界最大の旅行サイトです。

約３億 5,000万人の月間ユニークユーザーを持ち、世界 48の国と地域でサイトを展開しています。 

 

トリップアドバイザーは、すべての旅の可能性を存分に引き出すことを目的とした、世界最大の旅行サ

イト* です。 世界最大の旅行掲載情報のセレクション (700 万を超える宿泊施設、航空会社、観光名

所やレストラン) を対象とした 5 億件以上の口コミ情報で、トリップアドバイザーは、旅行者がどこ

に滞在し、どのように飛行し、何をして、どこで食事をするかを決定する上で参考にできる「大衆の意

見」を提供します。 トリップアドバイザーはさらに 200 以上のホテル予約サイトを比較して、旅行者

に最適なホテルの最安値をご案内します。 49 のマーケットで利用できるトリップアドバイザーのブラ

ンドを持つサイトには、月間平均 3 億 9,000 万人のユニーク ユーザー** を誇る世界最大の旅行コミ

ュニティがあります。  トリップアドバイザー。 しっかり調べて、 ばっちり予約。 充実の旅へ 

 

TripAdvisor, Inc. (NASDAQ:TRIP) は、子会社を通して次の 22 の他の旅行媒体ブランドとして Web サ

イトを管理、運営しています: www.airfarewatchdog.com、www.bookingbuddy.com、www.citymaps.com、

www.cruisecritic.com、www.familyvacationcritic.com、www.flipkey.com、www.thefork.com 

(www.lafourchette.com、www.eltenedor.com、www.iens.nl および www.dimmi.com.au を含む)、

www.gateguru.com、www.holidaylettings.co.uk、www.holidaywatchdog.com、www.housetrip.com、

www.independenttraveler.com、www.jetsetter.com、www.niumba.com、www.onetime.com、www.oyster.com、

www.seatguru.com、www.smartertravel.com、www.tingo.com、www.tripbod.com、

www.vacationhomerentals.com および www.viator.com。 

 

* 出典: 世界中のトリップアドバイザー サイトに対するコムスコアによるメディア メトリックス調

査 (2016年 12月) 

** 出典: トリップアドバイザーのログ ファイル (2017年第 1 四半期) 

  



 

■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 

公益財団法人しぶや美術館 

ベッセルグループ従業員数 1,782 名（ベッセルグループ 2017 年 7 月 1 日現在) 

 

■グループホテル 

 
 
■参考 

ベッセルホテルズ ホームページ https://www.vessel-hotel.jp 
以上 

 

【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

 
  TEL  084-920-1230   FAX  084-920-1156 Email： yu-ikeda@vessel-group.com 

〒720-0077 広島県福山市南本庄三丁目４番 27 号 

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月開業予定 滋賀県守山市 

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

21 ベッセルイン名古屋錦三丁目（仮称） 225室 2018年11月開業予定 名古屋市中区 

22 ベッセルイン千葉駅前（仮称） 172室 2019年2月開業予定 千葉県千葉市 

 福山 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 3,386室   

https://www.vessel-hotel.jp/
mailto:yu-ikeda@vessel-group.com

