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じゃらんチェーンホテルランキング 2019

「泊まってよかったチェーンホテル部門」2 年連続受賞
―「ファミリー×15,000 円未満」 第 1 位、 「出張×15,000 円未満」 第 3 位―

「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：
せ

お

よしろう

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 吉郎、以下、ベッセルホテルズ）は、旅行サイト「じゃ
らん net」が 2020 年 7 月 22 日に発表した、じゃらんチェーンホテルランキング 2019「泊まってよかったチェーンホテル
部門」において、「ファミリー×15,000 円未満」で第 1 位、「出張×15,000 円未満」で第 3 位を受賞しました。2 項目とも
に、昨年に引き続き 2 年連続の受賞となります。

じゃらんチェーンホテルランキング 2019 泊まってよかったチェーンホテル部門
・ファミリー×15,000 円未満

第1位

・出張×15,000 円未満

第3位

このランキングは、じゃらん net に掲載されている全国のチェーンホテル*を対象に 2019 年 4 月 1 日～2020 年 3 月
31 日のお客様のクチコミ総合評点をもとに決定しています。
じゃらんチェーンホテルランキング 2019
https://www.jalan.net/biz/theme/award/
※チェーンホテルランキング対象のチェーンホテルとは、2 県以上に 5 施設以上展開しているチェーンホテル。
施設数は 2020 年 3 月 31 日時点。

ベッセルホテルズでは、「18 歳以下添い寝無料」や、充実したアメニティ、ベビー用品の無料提供・貸出など、家族
旅行、特に小さなお子様連れのご家族に嬉しいさまざまなサービスを提供しております。家族旅行には、お客様の“あ
ったらいいな”を実現する、ベッセルホテルズをぜひご利用ください。

■ ベッセルホテルズのブランドについて
ベッセルホテルズは、2000 年「ベッセルホテル福山」を広島県福山市で開業。現在は、「ベッセルホテル」、「ベッセル
イン」、「ベッセルホテルカンパーナ」、「レフ by ベッセルホテルズ」、「レクー」の 5 ブランド、計 27 施設を全国で展開
しております。

ビジョン 「あなたと家族と街を愛する。」
ひとりのあなたも、あなたの家族にも。1 日を元気にする朝食。ゆったり過ごせる客室。
スムーズな立地。今ここに「あったらいいな」を実現する心配りのあるサービスを届けたい。
あなたや家族が思わず笑顔になる、また来たいと思う旅をしてほしいから。あなた、
あなたの家族、この街に愛されるホテルへ。ベッセルホテルズはお約束いたします。

“Lead to Quality Time （充実した時間に誘う）” レクー
変化の激しい時代、日常から離れ、大切な方と顔を合わせリラックスしながら過ごせる時
間、心身ともにリフレッシュできる環境がより求められ、大切になると私たちは考えます。気
取りすぎず、でも非日常を感じながら滞在するための環境をご用意し、そして何より、楽しく
笑顔で大切な方と過ごせるひとときをお届けすることをお約束いたします。

“自分らしい滞在で、まちを楽しむ。” レフ by ベッセルホテルズ
自分らしいスタイルで、自由な滞在を。型にはまった旅行スタイルでは物足りない方へ、自
由に選択し、楽しめるだけのホテルにとどまらない、旅のライフスタイルコンテンツを取り揃え
ております。地域ごとに特徴のあるフレキシブルな空間と豊富な体験サービスで、様々な「ま
ち」の一面を体感いただけます。

“自分と家族にご褒美を。” ベッセルホテルカンパーナ
地元の食材をふんだんに使った朝食、家族で入れる大浴場。親子 3 世代、
少しだけリッチなリゾート気分を楽しんでほしいから。自分と家族にご褒美旅を。
家族の思い出に刻まれる旅を、まっすぐにサポートいたします。

“今日をおいしくはじめよう。” ベッセルイン
朝、1 日のはじまり。健康的でおいしい朝食なら、きっと 1 日元気に過ごせると思う。
きめ細かいアメニティ、アクセス抜群の立地。私たちは元気をチャージできるホテルを
目指して、まっすぐにサービスし続けます。

“家族サイズで旅しよう。” ベッセルホテル
家族がゆったり過ごせる広さ。朝食や駐車場も無料サービス。家族の旅がうれしくなるサー
ビスをたくさん用意して待っています。家族みんなが羽を伸ばせる。家族みんなが笑顔にな
る。ベッセルホテルはその笑顔にまっすぐのサービスをお届けいたします。

■ 「しあわせ朝ごはんプロジェクト」
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おります。「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、和洋様々なメニューを提供しておりま
す。
https://www.vessel-hotel.jp/breakfast/

■ 「18 歳以下添い寝無料」サービス
ベッセルホテルズの全宿泊施設において、両親または祖父母と同室の 18 歳以下のお子様と添い寝の場合、お
子様の宿泊料金を一律無料とするサービスを実施。大人数での家族旅行にも使いやすいよう、添い寝無料のお子
様の人数制限はございません。

■ 「あったらいいな」を実現するサービス
ベッセルホテルズの全宿泊施設にて、ベビーベッドなどの豊富な貸出品、紙おむつを何枚でも無料でご提供
するなど、お子様がいるご家族様でも安心していただけるサービスをご用意しております。また、荷物の多くなりが
ちな旅行にうれしい、充実したアメニティも取り揃えております。女性のお客様には美容液やフェイスパック、男性
のお客様には化粧水などもご用意しており、お好きなだけお取りいただけます。
また、到着時のおもてなしとして、ウェルカムドリンクをご用意。何度でも無料でご利用いただけ、お部屋にもお
持ちいただけます。

■ 安心してご利用いただくために
ベッセルホテルズは現在、お客様と従業員の安全・安心を第一に、新型コロナウイルス感染拡大防止に取り組んで
おります。共用スペースにおける 3 密対策を徹底しているほか、お客様から発熱や咳、咽頭痛などの症状が出た場
合、週末も含め保健所に連絡し、指導を仰ぐ体制を確立しております。
＜フロント・ロビーにおける取り組み＞

＜スタッフにおける取り組み＞

・非接触型体温計を用いた検温

・マスク着用の徹底

・身分証による本人確認

・出勤時に体調チェックを実施し、37.0℃以上は出勤停止

・アルコール消毒液の設置、定期消毒の強化

・手洗い、うがい、消毒の実施

・飛沫感染予防用クリアカーテンの設置

・不要不急の外出や会合出張の自粛

・立ち位置の表示
＜朝食における取り組み＞

＜お客様へのお願い＞

・お客様への使い捨て手袋とマスク着用の徹底

・館内でのマスク着用の徹底

・お部屋での朝食のお召しあがりも可能

・手指のアルコール消毒の徹底

＜客室清掃における取り組み＞
・ドアノブやリモコンなど、手に触れるものの消毒の徹底
・ドアまたは窓を開け、換気を実施

・体調不良時の宿泊日程の変更
・滞在時に体調がすぐれない場合の、ホテルへの申告
・ソーシャルディスタンスの確保

■ 株式会社ベッセルホテル開発 会社概要
社名
本社所在地
設立
資本金
決算月
株主構成
代表者
ベッセルグループ

ベッセルグループ従業員数

株式会社ベッセルホテル開発
〒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
2003 年 9 月 24 日
1,000 万円
3月
株式会社ベッセル 100％出資
代表取締役社長 瀬尾 吉郎
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
2,124 名（ベッセルグループ 2020 年 7 月 1 日現在）

■ グループホテル
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ベッセルホテル福山
ベッセルイン福山駅北口
ベッセルホテル倉敷
ベッセルホテル熊本空港
ベッセルホテル石垣島
ベッセルホテル福岡貝塚
ベッセルホテル東広島
ベッセルホテル苅田北九州空港
ベッセルホテル都城
ベッセルイン上野入谷駅前
ベッセルイン広島駅前
ベッセルホテルカンパーナ沖縄
ベッセルイン札幌中島公園
ベッセルイン八千代勝田台駅前
ベッセルイン博多中洲
ベッセルホテルカンパーナ京都五条
ベッセルホテルカンパーナ沖縄 別館
ベッセルイン心斎橋
ベッセルイン滋賀守山駅前
ベッセルホテルカンパーナ名古屋
ベッセルイン栄駅前
ベッセルイン千葉駅前
ベッセルホテルカンパーナすすきの
レフ熊本 by ベッセルホテルズ
ベッセルイン京成津田沼駅前
レクー沖縄北谷スパ＆リゾート
レクー沖縄北谷スパ＆リゾート プレミア
レフ大宮 by ベッセルホテルズ
レフ京都八条口 by ベッセルホテルズ
ベッセルインなんば
ベッセル松山市駅ホテル(仮称)
福山ニューキャッスルホテル
（運営：株式会社ベッセル）
合計

121室
117室
120室
132室
126室
124室
126室
128室
128室
76室
85室
161室
196室
78室
166室
238室
163室
133室
120室
233室
225室
172室
296室
229室
92室
229室
48室
198室
124室
123室
208室
218室

2000年 3月開業
2002年 3月開業
2002年 4月開業
2004年 8月開業
2005年10月開業
2006年 2月開業
2006年 6月開業
2006年11月開業
2008年 1月開業
2011年 2月開業
2012年 2月開業
2012年 3月開業
2013年 2月開業
2013年 9月開業
2014年10月開業
2015年 9月開業
2016年11月開業
2017年 5月開業
2017年 8月開業
2018年10月開業
2018年11月開業
2019年 3月開業
2019年 6月開業
2019年12月開業
2020年 2月開業
2020年 3月開業
2020年 7月開業
2020年 9月開業予定
2020年 開業予定
2020年 開業予定
2021年 秋開業予定
1984年 7月開業

広島県福山市
広島県福山市
岡山県倉敷市
熊本県菊池郡大津町
沖縄県石垣市
福岡市東区
広島県東広島市
福岡県京都郡苅田町
宮崎県都城市
東京都台東区入谷
広島市南区西蟹屋
沖縄県中頭郡北谷町
札幌市中央区
千葉県八千代市
福岡市博多区中洲
京都市下京区
沖縄県中頭郡北谷町
大阪市中央区
滋賀県守山市
名古屋市中村区
名古屋市中区
千葉市中央区
札幌市中央区
熊本市中央区
千葉県習志野市
沖縄県中頭郡北谷町
沖縄県中頭郡北谷町
さいたま市大宮区
京都市南区
大阪市中央区
愛媛県松山市
広島県福山市

4,933室

【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・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

