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株式会社ベッセルホテル開発 

「ベッセルイン札幌中島公園」 

～平成 25 年 2 月 1 日開業～ 
 
 

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：澁谷
し ぶ や

 誠
まこと

）は、「ベッセルイン札幌
さっぽろ

中島
なかじま

公園
こうえん

」（北海道札幌市中央区南九条西４丁目１番２号、支配人：隅田
す み だ

 学
まなぶ

）を、平成 25 年２月１

日（金）に開業いたします。ベッセルホテル開発としては、13施設目のホテル、そして「ベッセルイン」

ブランドとしては、3施設目のホテルが誕生いたします。 

 

■特 徴  

【ロケーション】 

ベッセルイン札幌中島公園は、地下鉄南北線「中島公園駅」より徒歩 1 分の好立地で、すすき

のにも徒歩圏内と、ビジネス・観光の拠点としてアクセス性に優れたホテルです。 

 

 【客室構成】 

建物は新築、地上 13階建、客室は全 196室（シングル・ダブルルーム 98室、ツインルーム 98

室）。1～3 名利用、または 4 名利用にも対応した客室を設置します。ツインルームの客室面積

は、23～42平米と、従来のベッセルインより広い客室となっています。 

 

【設備・サービス】ベッセルインは、「くつろぎの清潔空間を、リーズナブルに。」をスローガン

に、お客様の満足を考えた、使い勝手の良いホテルライフをお届けします。 

・全米ホテルベッドシェア No.1の「サータ」のポケットコイルマットレスのベッド採用。 

・全室で Wi-Fi接続と有線 LAN接続による通信環境を導入。 

・朝食は、北海道産の食材を使った料理や、毎朝ホテルで焼きあげる焼きたてパンなど、和洋食

バイキングメニュー。 

・加湿機能付き空気清浄機全室設置。 

・高さ、やわらかさを調整できる折り重ね枕。 

・12歳以下のお子様添い寝無料。 

・ゆったり 21時間ステイ（チェックイン 14時、チェックアウト 11時）。 

・女性のお客様にはレディースアメニティをお好きなだけプレゼント。 

・１泊１ポイントで 10ポイントたまると次回の宿泊が無料になるポイントカード。 

 （ベッセルホテルズのホームページ、または電話予約されたお客様限定） 



 

■開業記念価格 素泊 (平成 25年 4月末日まで) 

シングル 4,500円～/１室税込（通常料金 8,800円） 

ダブル 7,000円～/1室税込（通常料金 11,300円） 

ツイン 7,700円～/1室税込（通常料金 13,500円）で販売いたします。 

【朝食】大人        1,000円（通常料金 1,200円） 

    小人（6～12歳）     500円 （通常料金 600円） 

    ※5歳以下は無料 

 

    

 シングルルーム           スーペリアツインルーム 

  

■概 要 

ホテル名称 ベッセルイン札幌中島公園 

所在地 北海道札幌市中央区南九条西４丁目１番２号 

開業予定日 平成 25年２月１日 

事業形態 株式会社ベッセルホテル開発 直営 

設計 海老沢宏環境工房 

施工 岩田地崎建設株式会社 

着工 平成 24年 ７月 

竣工 平成 25年 １月 

建物概要 敷地面積： 1232.57㎡ 

 建築面積：  785.32㎡ 

 延床面積： 8693.45㎡ 

 構 造： 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上 13階建 

 客 室 数： 全 196室 

 駐車台数： 84台  1,000円/泊 ※中型車も駐車可能 

交通 

アクセス 

ＪＲ札幌駅 1.9㎞ 車で約9分 

電車で約5分 

※地下鉄南北線「さっぽろ駅」から 

「中島公園駅前」まで 

 地下鉄南北線「中島公園駅」 80m 徒歩で 1分 

 道央自動車道「札幌北 IC」 6㎞ 車で約20分 

 新千歳空港 46㎞ 車で約60分 



 

■地 図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広域地図 

詳細地図 

 

 

～ホテルからの主なアクセス～ 

●中島公園駅 徒歩 1 分 

●すすきの 徒歩８分 

●札幌時計台 地下鉄で１２分 

●北海道庁旧本庁舎 地下鉄で１３分 

 

 

 

 

 

 

 

〒064-0809 

北海道札幌市中央区南九条西 4丁目 1番 2号 

TEL 011-513-0700 / FAX 011-513-0500 

http://www.vessel-hotel.jp/inn/sapporo/ 

vi-sapporo@vessel-group.com 

 

ベッセルイン札幌中島公園 
 

http://www.vessel-hotel.jp/inn/sapporo/


 

 

■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 平成 15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 澁谷 誠 

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 

財団法人 しぶや美術館 

ベッセルグループ従業員数 1,201名(ベッセルグループ 平成 25年１月１日現在) 

 

■グループホテル 

福山ニューキャッスルホテル 
(運営：株式会社ベッセル) 

昭和59年７月開業 広島県福山市 

ベッセルホテル福山 平成12年３月開業 広島県福山市 

キャッスルイン福山 
(平成25年4月1日よりベッセルイン福山駅北口) 

平成14年３月開業 
 

広島県福山市 
 

ベッセルホテル倉敷 平成14年４月開業 岡山県倉敷市 

ベッセルホテル熊本空港 平成16年８月開業 熊本県菊池郡大津町 

ベッセルホテル石垣島 平成17年10月開業 沖縄県石垣市 

ベッセルホテル福岡貝塚 平成18年２月開業 福岡県福岡市東区 

ベッセルホテル東広島 平成18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 平成18年11月開業 福岡県京都郡苅田町 

ベッセルホテル都城 平成20年１月開業 宮崎県都城市 

ベッセルイン上野入谷駅前 平成23年２月開業 東京都台東区入谷 

ローズイン備後ハイツ 
(運営：株式会社ベッセル) 

平成23年10月 
運営受託開始 

広島県福山市 

ベッセルイン広島駅前 平成24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 平成24年３月開業 沖縄県中頭郡北谷町美浜 

ベッセルイン札幌中島公園 平成25年２月開業 北海道札幌市中央区 
 

■参考 

ベッセルイン札幌中島公園 ホームページ http://www.vessel-hotel.jp/inn/sapporo/ 

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 開発・マーケティング課  担当： 池田 ・ 藤田 

〒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： yu-ikeda@vessel-group.com 

 

mailto:yu-ikeda@vessel-group.com

