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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すすきの（仮称）」を出店 
～ 2019年 5月 開業予定 ～ 

 

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、「ベッセル

ホテルカンパーナすすきの(仮称)」を札幌市(所在地：札幌市中央区南五条西6丁目16番1号(地番))に

出店いたします。 

2017年9月29日(金)に安全祈願祭を執り行い、建設工事を着工いたしました。開業は2019年5月を予

定しています。 

 

 

「ベッセルホテルカンパーナすすきの

(仮称)」は、ＪＡ三井リース建物株式会社

(本社：東京都中央区銀座八丁目13番1号 

銀座三井ビルディング、代表取締役社長：

保
ほ

﨑
ざき

 隆行
たかゆき

)及び株式会社サンケイビル(本

社：東京都千代田区大手町一丁目7番2号、

代表取締役社長：飯島
いいじま

 一
かず

暢
のぶ

)が共同でホテ

ルを建築し、竣工後に株式会社ベッセルホ

テル開発が賃借して、ホテル運営を行うも

のです。株式会社ベッセルホテル開発は、

現在、全国で19施設を運営しており、今後

の開業予定を含めると23施設運営すること

となります。札幌市に出店するのは、「ベ

ッセルイン札幌中島公園」(札幌市中央区

南九条西4丁目1番2号)に次ぎ2施設目とな

ります。「ベッセルホテルカンパーナ」ブ

ランドとしては、沖縄、京都、名古屋

(2018年10月開業予定)に次ぐ4施設目のホ

テルとなります。 

  外観イメージ 

※現時点のイメージで変更となる可能性があります 



 

■特徴 
【ロケーション】 

札幌市中心部の繁華街「すすきの」に立地します。 
地下鉄南北線「すすきの駅」から徒歩5分です。 
すすきの・大通り公園まで徒歩圏内で、便利な立地です。 

 
【ターゲット】 

国内の観光・ビジネスユースのお客様の他に、北海道を訪れる多くの海外のお客様をターゲ
ットといたします。 
海外の方にも、便利に楽しくご利用いただくため、北海道ならではの朝食や、きめ細かなサ
ービスをご提供します。 
 

【客室】 
客室数は全296室。デザインコンセプトは、和紙や障子、木調などの「和」をイメージするテ
イストを多く取り入れた和モダンといたします。 
ご家族やご友人同士などでご利用いただきやすいホテルを目指し、ツインルーム、トリプル
ルーム、フォースルームなど、複数人でゆっくりとお寛ぎいただける客室を多くご用意いた
します。 
洗面化粧台・バスルーム・トイレが独立した客室もあり、幅広いターゲットのお客様に適し
た客室の構成といたします。 
 

【施設】 
ホテルステイをよりお楽しみいただくため、2階にサウナ付き大浴場を設けます。 
ビジネスユースのお客様にも、海外からのお客様にも快適におくつろぎいただけます。 
また、18歳以下のお客様は、ご両親や祖父母と同室で添い寝の場合は無料です。客室では靴
を脱いでくつろいでいただくことができますので、小さいお子様との家族旅行も安心してお
楽しみいただけます。 
 

■ホテル概要 
ホテル名称   ベッセルホテルカンパーナすすきの(仮称) 

所在地     札幌市中央区南五条西6丁目16番１号(地番) 

開業予定日   2019年5月(予定) 

施主      ＪＡ三井リース建物株式会社・株式会社サンケイビル 

運営      株式会社ベッセルホテル開発 

設計      株式会社エーエーアンドサン 

施工      岩田地崎建設株式会社 

着工      2017年9月 

竣工      2019年3月(予定) 

建物概要    敷地面積：1,579.31㎡ 

        延床面積：11,067.41㎡ 

        構  造：鉄骨造 地上13階、塔屋1階 

        客室数 ：全296室 

        客室料金：未定 

        駐車場 ：84台 

        ※現時点でのものであり変更の可能性があります。 

 

■交通アクセス  

  

JR「札幌駅」 1.8㎞ 電車で3分 
※地下鉄南北線「さっぽろ駅」から「すすきの駅」まで 

車で約12分 

地下鉄南北線・札幌市電 

「すすきの駅」4番出口 

400ｍ 徒歩5分 

道央自動車道「札幌北IC」 6.4㎞ 車で20分 
新千歳空港 53㎞ 車で約60分 



 

■地図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ベッセルホテルズのブランドについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ベッセルホテルカンパーナについて 

 

 

 

 

 

 

 

  

「ベッセルホテルカンパーナ」は、ベッセルホテルズの3つの
ブランドの中で最上位のホテルブランドとなります。 
「ゆとりに満ちた、ときめき空間。」をコンセプトに、明るく
広々とした客室には、細部にわたりゆとりの演出と快適性を追
求します。 
「ベッセルホテルカンパーナ」ブランドは、沖縄・京都・名古
屋(2018年10月開業予定)に次ぎ、今回で4施設目となります。 

ベッセルホテルズは、「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」のブランドを展開しております。 



 

■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 1,722名 (ベッセルグループ 2017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             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) 

〒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： yu-ikeda@vessel-group.com 

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(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 

23 ベッセルホテルカンパーナすすきの(仮称) 296室 2019年5月開業予定 札幌市中央区 

 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 3,682室   

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

