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株式会社ベッセルホテル開発 

  「ベッセルホテルカンパーナ沖縄 別館」 2016 年 11 月７日(月) 開業！ 

  ～ベッセルホテルズ最大規模の客室数のホテル誕生～ 

 

株式会社ベッセルホテル開発（本社：広島県福山市、代表取締役社長：瀬尾
せ お

 吉郎
よしろう

）は、現在運営し

ている「ベッセルホテルカンパーナ沖縄」（沖縄県
おきなわけん

中頭郡
なかがみぐん

北谷町
ちゃたんちょう

字
あざ

美浜
み は ま

９番地 22、総支配人：大谷
おおたに

  

孝
たか

広
ひろ

）の隣接地に「ベッセルホテルカンパーナ沖縄 別館」を 2016年 11月７日(月)に開業いたしまし

た。 

「ベッセルホテルカンパーナ沖縄 別館」は、デポアイランド内のベッセルホテルカンパーナ沖縄 

に隣接し、客室 163 室に加えて屋上プールと展望浴場を設えます。これにより 2012 年３月に開業した

本館 161室と合わせて総客室数 324室となり、ベッセルホテルズで最大規模の客室数のホテルとなりま

す。屋上プールと展望浴場は、東シナ海に沈む夕陽を眺めることができるロケーションで、ここでしか

味わえない絶景をお楽しみいただけます。 

                                                        

 

 

 

 

 

 

       

外観                                      屋上プール 

 

                     

 

 

 

 

 

 

展望浴場                       客室  



 

■宿泊料金（素泊/税込） 

部屋タイプ １名１室 ２名１室 ３名１室 ４名１室 ５名１室 

コンパクトツイン 6,400円～ 9,300円～       

スタンダードルーム 7,200円～ 10,600円～ 13,800円～ 15,500円～   

オーシャンビュースタンダード 8,500円～ 13,500円～ 14,700円～ 16,600円～   

オーシャンフロントルーム（２～４F） 8,600円～ 13,800円～ 15,700円～ 17,800円～   

オーシャンフロントルーム（５～８F） 10,900円～ 16,800円～ 21,500円～     

ファミリールーム 19,000円～ 19,000円～ 19,000円～ 20,300円～ 21,700円～ 

サンセットジュニアスイート  14,400円～ 22,500円～ 25,600円～ 27,000円～   

 

■朝食 和洋ビュッフェ ～こだわりの沖縄メニューのビュッフェ～ 

  入店時間    /７：00～10：00、終了 10：30 

    料金（税込）  /大人 1,200円、子ども（６～12歳）600円 ※５歳以下は無料 

     

■特徴 

【ロケーション】 

 ホテルはアメリカンビレッジ内の商業施設「デポアイランド」の一角に位置し、徒歩圏内には飲食店、 

物販店、映画館、ライブハウスなどがあります。サンセットビーチまで徒歩１分という好立地で、沖 

縄の街を存分にご満喫いただけます。沖縄本島の中部に立地しているこのエリアは、本島北部のやん 

ばるエリアや那覇空港、南部エリアへの観光にも非常に便利な立地です。 

 

【屋上プール】 

 最上階の 12 階には宿泊者限定の屋上プールをご用意します。19ｍ×６ｍのプールで、小さいお子様   

用に子供用プールもご用意します。高層階から沖縄の海を眺めながら楽しい時間をお過ごしいただけ

ます。 

 

【展望浴場】 

 地上 11 階 展望浴場（男・女）は、海を眺めながら解放感溢れる入浴をごゆっくりお楽しみいただ

けます。また、男女ともサウナルームを設けます。同フロアには休憩室をご用意いたします。ゆった

りとした快適なお時間をお約束いたします。 

   

【客室】 

 客室はツインルームを主体に多彩な部屋タイプをご用意しております。オーシャンフロントルー 

ムは全室で東シナ海を一望でき、水平線にゆっくりと時間をかけて沈む夕陽を眺めながら、極上のひ 

とときをお過ごしいただけます。９階、10階には、ゆったりとくつろげる 51㎡の広さのサンセット 

ジュニアスイートルームをご用意し、浴室は丸い形状の浴槽を採用し、浴槽に入ったまま海の景色が 

見える設計で、より解放感のある空間になっております。また本館同様、全客室「靴を脱いで」素足 

でご自宅のようにお過ごしいただけ、18歳以下のお子様は添い寝無料となっております。 

 

 



 

■ホテル概要 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地図 

                                                                                                          

                     ベッセルホテルカンパーナ沖縄 （本館・別館） 

                 〒904-0115 

                 沖縄県中頭郡北谷町字美浜９番地22 

                 TEL : 098-926-1188 FAX：098-926-6868 

                 http://www.vessel-hotel.jp/campana/okinawa 

                 vc-okinawa@vessel-group.com 

ホテル名称 ベッセルホテルカンパーナ沖縄 別館 

所在地 沖縄県中頭郡北谷町字美浜９番地 22 

開業日 2016年 11月７日(月) 

施主 株式会社ソフィア、株式会社ベッセルホテル開発 

運営 株式会社ベッセルホテル開発 

設計監理 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 

構造 鉄筋コンクリート造 地下１階、地上 12階建て 

設備 屋上プール(12階)、展望浴場(11階) 

１階テナント 飲食店・コンビニエンスストア併設予定(2017年春開店予定) 

 
別館 本館 本館・別館 合計 

敷地面積 1,892.87㎡        3,305.83㎡      5,198.70㎡ 

延床面積 12,234.18㎡  10,407.26㎡    22,641.44㎡ 

客室数 163室 161室 324 室 

駐車場 平面駐車場 21台 

立体駐車場 100台 

平面駐車場 136台 平面駐車場 157台 

立体駐車場 100台 

http://www.vessel-hotel.jp/campana/
mailto:vc-okinawa@vessel-group.com


 

■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 1,679名 (ベッセルグループ 2016年 11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             http://www.vessel-hotels.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：市之瀬・池田 

〒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 

Email： s-ichinose@vessel-group.com (市之瀬) 

福山 福山ニューキャッスルホテル 
(経営：株式会社ベッセル) 

218室 
 
1984年７月開業 広島県福山市 

ベッセルホテル福山 121室 2000年３月開業 広島県福山市 

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 

ベッセルホテル倉敷 120室 2002年４月開業 岡山県倉敷市 

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 

ベッセルホテル石垣島 126室 2005年10月開業 沖縄県石垣市 

ベッセルホテル福岡貝塚 124室 2006年２月開業 福岡市東区 

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 

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 

ベッセルホテル都城 128室 2008年１月開業 宮崎県都城市 

ベッセルイン上野入谷駅前 75室 2011年２月開業 東京都台東区入谷 

ベッセルイン広島駅前 86室 2012年２月開業 広島市南区西蟹屋 

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 

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 

ベッセルイン八千代勝田台駅前 69室 2013年９月開業 千葉県八千代市勝田台 

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 

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 

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 

ベッセルイン心斎橋 133室 2017年 春開業予定 大阪市中央区 

合計 2,627室   

http://www.vessel-hotels.jp/
mailto:s-ichinose@vessel-group.com

