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毎週土曜日 北谷に打ち上がる花火 

花火も海も一度に楽しめる特別プランを実施 
コロナ収束の願いと医療従事者へのエール 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
レクー沖縄北谷スパ&リゾートのインフィニティプールから見える花火 

 

 「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

ッセルホテルカンパーナ沖縄（総支配人：淵上
ふちがみ

 敬司
け い じ

）、レクー沖縄北谷スパ&リゾート（総支配人：阪本
さ か も と

 孝
たか

俊
と し

）

にて、花火と海を一度にお楽しみいただけるプランをスタートいたしました。レクー沖縄北谷スパ&リゾートでは、8

階インフィニティプールをご利用いただきながら、花火と海を一望いただけます。 

 

 ベッセルホテルカンパーナ沖縄、レクー沖縄北谷スパ&リゾートが位置する、アメリカンな雰囲気が味わえるシ

ーサイドリゾートタウン、美浜アメリカンビレッジでは、2020 年 8 月 8 日（土）より、毎週土曜日の夜 20 時から約 3

分間、花火が打ち上げられています。新型コロナウイルスの感染拡大により、全国的な外出自粛要請は解けた

ものの、例年のような夏のイベントは少なく、経済的、気分的に落ち込んでいる状況が続いております。「このよう

な状況でも、旅行先として沖縄を選び、訪れてくださる方々がいる。そのような観光客の方々や、地元の沖縄県

民の方々に元気になっていただきたい。」という声をきっかけに、北谷西海岸沿い事業者様とベッセルホテルズ

も協賛企業として参加し、コロナ収束の願いと医療従事者へのエールを込められた花火の打ち上げが決定いた

しました。 

 

 打ち上げ花火に合わせ、旅の思い出になるよう、土曜日限定で花火ビュー&オーシャンビューのプランを実施。

オーシャンビューのお部屋で、週末の夜を大切な方と笑顔でお過ごしいただける環境をご用意いたします。 

 

 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、ベビー用品などの無料提供・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ご用意しております。 

また現在、お客様に安心してお過ごしいただけるよう、新型コロナウイルス感染症対策を徹底しております。安

全な環境を提供しているベッセルホテルカンパーナ沖縄、レクー沖縄北谷スパ&リゾートにて、思い出に残るよう

な家族旅行をお楽しみくださいませ。 

 



 

■ 打ち上げ花火概要 
 

【日時】 毎週土曜日 20:00 から 

【時間】 約 3 分間 

【期間】 2020 年 8 月 8 日（土）～2021 年 8 月予定 

【打ち上げ場所】 「浜川漁港 西防波堤」（弊社ホテルの目の前） 

【見える場所】  サンセットウォーク北谷、レクー沖縄北谷スパ&リゾートのインフィニティプール・カフェ&バー 

※悪天候時は、打ち上げ中止になる場合がございます。 

 

■ プラン概要 
 

 ベッセルホテルカンパーナ沖縄 

   プラン名：＜GoTo トラベル割引対象＞【土曜限定】花火ビュー&オーシャンビューの贅沢体験！！ 

サタデーSTAY プラン 

価格： 1 室 4 名様 3,725 円～ 

 

レクー沖縄北谷スパ&リゾート 

プラン名：＜GoTo トラベル割引対象＞【土曜限定】花火ビュー＆オーシャンビュー！ 

サウナ付き温泉も入れる贅沢体験！！★カップルにオススメ★サタデーSTAY プラン【素泊まり】 

価格： 1 室 2 名様 5,225 円～ 

 

 ＜詳細＞ 

－ 花火が見える、オーシャンビューの客室 

－ 隣接駐車場のご利用無料 

－ 大浴場ご入浴無料 

      レクー沖縄北谷スパ&リゾートでは、北谷温泉（天然温泉）をご用意 

－ ご滞在中 2 時間レンタルサイクルご利用可能 ※当日先着順 

－ ウェルカムドリンク、アイスキャンディサービス 14:00～21:00 

－ ホテルカードキーの提示でアメリカンビレッジ約 100 店舗でご利用いただけるサービス 

 

■ ベッセルホテルズのサービスの特徴 
 

－ 18 歳以下のお子様添い寝無料。ご両親や祖父母と同室のお子様の添い寝の場合は、お子様の料金は無

料となります。大人数での家族旅行に使いやすいよう、添い寝無料のお子様の人数制限はございません。 

－ ベビーベッドなどの豊富な貸出品や、お子様用アメニティやおむつ・おしりふきなどのベビー用品を無料で

ご提供。小さなお子様がいるご家族様に安心していただけるサービスをご用意しております。 

－ 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をご用意。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を取り揃えております。 

－ ご到着時のおもてなしとして、ウェルカムサービスをご用意。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 
 

 ベッセルホテルズでは現在、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。フロントやロビー、朝食会場などの共用スペースでは、立ち位置の表示をしたり、ご利用いただ

く席の間隔を空けたりし、3 密を避ける取り組みをしているほか、アルコール消毒などを定期的に行い安全対策

を徹底しております。 

 また朝食については、定期的なトング交換や、マスク・使い捨て手袋着用のお願い、朝食のお部屋へのお持

ち帰りなど、新しいビュッフェスタイルで朝食を提供しております。お客様のお好みでお選びいただける種類豊

富なこだわりの朝食を、衛生管理が徹底されている安全な環境でお楽しみいただけます。 

 



 

■ ベッセルホテルカンパーナ沖縄 

  沖縄県中頭郡北谷町の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、2012 年本館が、2016 年に別館が 

オープン。徒歩圏内には、飲食店、物販店、映画館、ライブハ 

ウスなどが充実しております。ホテルのカードキーを掲示して 

いただくと、多くの提携店で、ドリンクサービスやお会計時の 

割引がございます。少しだけリッチなリゾート気分でお過ごし 

いただける環境をご提供します。 

公式サイト：https://www.vessel-hotel.jp/campana/okinawa/ 

 

 

わくわくリゾート朝ごはん 

海の見える朝食会場で、特別な時間の始まりを感じさせて 

くれるわくわくリゾート朝ごはん。あぐー豚のローストビーフや 

沖縄の郷土料理ソーキ汁、ミミガーなど、種類豊富な沖縄メ 

ニューを、沖縄の焼き物「やちむん」でお届けいたします。 

 

【営業時間】 7:00～10:30（10:00 までにご入場ください） 

【朝食料金】 宿泊の方：大人 1,800 円、12 歳以下無料 

         外来の方：大人 1,800 円、12 歳以下無料 

 

 

 

■ レクー沖縄北谷スパ&リゾート 

ベッセルホテルズ初のリゾートホテルとして、2020 年 3 月に 

メイン棟が、同年 7 月にプレミア棟が、沖縄県中頭郡北谷町の 

アメリカンビレッジ内にオープン。気取りすぎずに、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、楽しく笑顔で 

大切な方と過ごせる、楽しいひとときをお届けすることをお約束 

いたします。メイン棟の最上階に設置されている、北谷の街や 

海を一望できる幻想的なインフィニティプール、沖縄では珍しい 

地下 1,400ｍからくみ上げた天然温泉を引く大浴場、見た目も 

楽しめる種類豊富なオリジナルメニューを提供しているカフェ&バー 

など、心身ともにリフレッシュできる非日常空間をご提供します。 

公式サイト：https://www.vessel-hotel.jp/lequ/okinawa/ 

 

 

わくわくリゾートキッチン 

沖縄の郷土料理はもちろん、沖縄の島豚、あぐー豚バーグ 

を自家製スクランブルと一緒にバンズに挟んでオリジナル 

バーガーを作ったり、色々なトッピングでオリジナルおかゆ 

を作ったり、楽しくおいしくいただけるレクー沖縄北谷スパ& 

リゾートの朝ごはん。沖縄でのわくわくする一日の始まりに、 

オリジナルの朝ごはん作りをお楽しみいただけます。 

 

【営業時間】 7:00～10:30（10:00 までにご入場ください） 

【朝食料金】 宿泊の方：大人 2,000 円/6～12 歳 1,000 円/5 歳以下無料 

外来の方：大人 2,500 円/6～12 歳 1,000 円/5 歳以下無料 

 



 

■ 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 2,122 名（ベッセルグループ 2020 年 8 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・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   


