
 
2022 年 6 月 23 日 

1 

2021年度の1年間に顕著な実績を収めた宿泊施設を表彰 

「じゃらんアワード2021」北海道ブロック発表！ 

株式会社リクルート（本社：東京都千代田区 代表取締役社長：北村 吉弘）が運営する旅行サイト『じゃら

ん net』、旅行情報誌『じゃらん』、観光に関する調査・研究、地域振興機関「じゃらんリサーチセンター」は、

2021 年度（2021 年 4 月～2022 年 3 月）の 1 年間に顕著な実績を収められた北海道ブロックの宿泊施設を表

彰する「じゃらんアワード 2021」（北海道ブロック）を発表いたします。  

 

 

 

 

 

 

「じゃらんアワード」とは 

『じゃらん』は、その年度に顕著な実績を収めた宿泊施設や地域を表彰する目的で 2012 年に「じゃらんアワ

ード」の表彰・発表を開始しました。「じゃらんアワード 2021」で 9 回目の表彰・発表となります。『じゃら

ん』は、サービス開始当時より、宿泊施設・地域の魅力を発掘・発信してきましたが、宿泊施設の優れた取

り組みを共有し表彰することで、多くの方に宿泊施設の魅力を伝え、旅行業界の進化・発展に寄与したいと

の思いで「じゃらんアワード」を開催しています。 

 

じゃらん編集長が選ぶ 元気な地域大賞 

【審査基準】『じゃらん』編集長の審査により、独自性・協働性に特に優れた地域に贈られます。 

阿寒アドベンチャーツーリズム株式会社/阿寒温泉旅館組合/ 

NPO法人阿寒観光協会まちづくり推進機構/鶴雅リゾート株式会社/株式会社ホテル御前水 

北海道釧路市 

【表彰コメント】 

「カムイルミナ」は阿寒湖温泉の特性（自然の豊かさ）とエリアならではのストーリー性（アイヌ）を組

み合わせた、阿寒エリアならではの魅力的なコンテンツになっています。それを軸に、宿泊施設・行政が

一体となって一連の集客施策を行っている点が素晴らしいです。この取り組みを伝えるためのプロモーシ

ョンや素敵な広告クリエイティブも組み合わせ、結果として定量面でも大幅な伸びが達成できたことも高

評価のポイントでした。 

 本件に関する 

お問い合わせ先 
https://www.recruit.co.jp/support/form/ 

Press Release 

https://www.recruit.co.jp/support/form/
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じゃらん編集長が選ぶ ベストプランニング大賞 

【審査基準】『じゃらん』編集長の審査により、新規性・独自性に特に優れたプランやプロモーション、取り

組みをした宿泊施設に贈られます。 

札幌パークホテル 

北海道札幌市 

【表彰コメント】 

コロナ禍の環境変化に対して、「食材へのこだわり」と「料理人の技」という施設独自の食の強みを最大限

に活かし、朝食にフルコースを提供するという新しいニーズを発掘した点が新規性・独自性ともに高いプ

ランニングになっていました。道産食材にこだわるというメニュー内容にも惹かれます。同様の課題に悩

まれる施設も多いと推測される中で、横展開も可能な事例になったのではないでしょうか。 

じゃらんパックプロデューサーが選ぶ じゃらんパックプロフェッショナル大賞 

【審査基準】「じゃらんパック」プロデューサーの審査により、ダイナミックパッケージ取扱額上位の宿泊施

設から、ダイナミックパッケージを効果的に活用している宿泊施設に贈られます。 

ラビスタ函館ベイ（共立リゾート） 

北海道函館市 

【表彰コメント】 

「じゃらんパック」を活用して、予約数アップに成功された宿泊施設様です。じゃらんパック実施の「北

海道・北東北の縄文遺跡群 世界文化遺産登録記念特集」において特集専用の連泊プランを作成。2 ドリン

ク付(アルコール含)、且つ、通常の連泊プランよりも更にお得な価格で販売していただいたことが大きな予

約に繋がり、特に顕著な実績を収められたことが他宿泊施設への模範となり、今回の受賞に至りました。 

じゃらん OF THE YEAR ベストコミュニケーション大賞 

【審査基準】『じゃらん』に寄せられたエピソードや、クチコミ投稿掲示板におけるコミュニケーションなど、

1 年間においてお客様と優れた「コミュニケーション」を取られた宿泊施設に贈られます。 

函館パークホテル 

北海道函館市 

【表彰コメント】 

お仕事の都合で何度も宿泊されたカスタマー。お名前を覚え、ご家族のように接していたホテルのスタッ

フの皆様。函館でのお仕事を終えたカスタマーの最後の宿泊のクチコミでした。コロナ禍でのホテルの運

営で大変なご苦労がある中、カスタマー、ホテルのスタッフの皆様がそれぞれ思いやりをもってコミュニ

ケーションを取られた様子がわかる返信です。 
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じゃらん OF THE YEAR 売れた宿大賞 

【審査基準】『じゃらん net』の取扱額が上位の宿泊施設に贈られます。 

 

じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞（総合部門） 

【審査基準】『じゃらん net』のクチコミ評点（総合）が上位の宿泊施設に贈られます。 

 

じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞（朝食部門） 

【審査基準】『じゃらん net』のクチコミ評点（朝食）が上位の宿泊施設に贈られます。 

 

 

 

 

カテゴリ 順位 施設名 所在地

1位 ＳＡＫＵＲＡ　定山渓　膳 北海道札幌市

2位 ピリカレラホテル 北海道白老郡

3位 美味しい宿　敷島定山渓別邸 北海道札幌市

1位 白金温泉郷　森の旅亭びえい 北海道上川郡

2位 旅籠屋　定山渓商店 北海道札幌市

3位 心のリゾート海の別邸ふる川 北海道白老郡

1位 ザ・レイクスイート湖の栖 北海道有珠郡

2位 定山渓第一寶亭留 翠山亭 北海道札幌市

3位 ぬくもりの宿 ふる川 北海道札幌市

1位 湯の川プリンスホテル 渚亭 北海道函館市

2位 十勝川温泉第一ホテル 豊洲亭・豆陽亭 北海道河東郡

3位 北こぶし知床　ホテル＆リゾート 北海道斜里郡

1位 洞爺サンパレス　リゾート＆スパ 北海道有珠郡

2位 第一滝本館 北海道登別市

3位 ラビスタ函館ベイ（共立リゾート） 北海道函館市

1～10室

11～50室

51～100室

101～300室

301室以上

カテゴリ 順位 施設名 所在地

1位 旅の宿　ステラ 北海道空知郡

2位 望楼　ＮＯＧＵＣＨＩ　登別 北海道登別市

3位 ログホテル　メープルロッジ 北海道岩見沢市

1位 HAKODATE 男爵倶楽部 HOTEL＆RESORTS 北海道函館市

2位 ＨＡＫＯＤＡＴＥ　海峡の風 北海道函館市

3位 北天の丘　あばしり湖鶴雅リゾート 北海道網走市

1位 ＪＲ東日本ホテルメッツ札幌 北海道札幌市

2位 Ｔマークシティホテル札幌大通 北海道札幌市

3位 函館・湯の川温泉　花びしホテル 北海道函館市

1位 京王プレリアホテル札幌 北海道札幌市

2位 ソラリア西鉄ホテル札幌【2021年2月1日 NEW OPEN】 北海道札幌市

3位 京王プラザホテル札幌 北海道札幌市

50室以下

51～100室

101～300室

301室以上

カテゴリ 順位 施設名 所在地

1位 ホテル　プレミアム・レイク　トーヤ 北海道虻田郡

2位 お宿欣喜湯　別邸　忍冬（ＳＵＩＫＡＺＵＲＡ） 北海道川上郡

3位 UNWIND HOTEL&BAR OTARU(アンワインドホテル&バー小樽) 北海道小樽市

1位 しこつ湖鶴雅リゾートスパ水の謌 北海道千歳市

2位 静内エクリプスホテル 北海道日高郡

3位 望楼ＮＯＧＵＣＨＩ函館 北海道函館市

1位 狸の湯　ドーミーイン札幌ＡＮＮＥＸ 北海道札幌市

2位 ホテルモントレ札幌 北海道札幌市

3位 ベッセルイン札幌中島公園 北海道札幌市

1位 ホテルＷＢＦ函館　海神の湯 北海道函館市

2位 ソラリア西鉄ホテル札幌【2021年2月1日 NEW OPEN】 北海道札幌市

3位 ＡＮＡクラウンプラザホテル千歳 北海道千歳市

51～100室

101～300室

301室以上

50室以下
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じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞（夕食部門） 

【審査基準】『じゃらん net』のクチコミ評点（夕食）が上位の宿泊施設に贈られます。 

 

じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞（接客・サービス部門） 

【審査基準】『じゃらん net』のクチコミ評点（接客・サービス）が上位の宿泊施設に贈られます。 

 

じゃらん OF THE YEAR プロフェッショナル大賞 

【審査基準】各種機能を活用しお客様に支持されたことにより売り上げを伸ばし、特に優れた実績・取り組

みをされた宿泊施設に贈られます。 

ホテルエミシア札幌 

北海道札幌市 

 

カテゴリ 順位 施設名 所在地

1位 ログホテル　メープルロッジ 北海道岩見沢市

2位 山の旅籠 山湖荘 北海道河東郡

3位 フンベHOFおおくま 北海道中川郡

1位 北天の丘　あばしり湖鶴雅リゾート 北海道網走市

2位 望楼ＮＯＧＵＣＨＩ函館 北海道函館市

3位 ぬくもりの宿 ふる川 北海道札幌市

1位 平成館　しおさい亭 北海道函館市

2位 湯の川プリンスホテル 渚亭 北海道函館市

3位 知床第一ホテル 北海道斜里郡

1位 ホテルマイステイズプレミア札幌パーク 北海道札幌市

2位 ニュー阿寒ホテル 北海道釧路市

3位 ホテルまほろば 北海道登別市

101～300室

301室以上

50室以下

51～100室

カテゴリ 順位 施設名 所在地

1位 くつろぎの宿　結び家 北海道上川郡

2位 望楼　ＮＯＧＵＣＨＩ　登別 北海道登別市

3位 ログホテル　メープルロッジ 北海道岩見沢市

1位 HAKODATE 男爵倶楽部 HOTEL＆RESORTS 北海道函館市

2位 北天の丘　あばしり湖鶴雅リゾート 北海道網走市

3位 ＨＡＫＯＤＡＴＥ　海峡の風 北海道函館市

1位 函館・湯の川温泉　花びしホテル 北海道函館市

2位 天然温泉　花畔の湯　スーパーホテル石狩 北海道石狩市

3位 ホテルモントレ札幌 北海道札幌市

1位 JRタワーホテル日航札幌 北海道札幌市

2位 札幌グランドホテル 北海道札幌市

3位 ホテルグレイスリー札幌 北海道札幌市

301室以上

50室以下

51～100室

101～300室

 リクルートグループについて 

1960年の創業以来、リクルートグループは、就職・結婚・進学・住宅・自動車・旅行・飲食・美容などの領域において、一人

ひとりのライフスタイルに応じたより最適な選択肢を提供してきました。現在、HRテクノロジー、メディア&ソリューション、

人材派遣の3事業を軸に、60を超える国・地域で事業を展開しています。リクルートグループは、新しい価値の創造を通じ、社

会からの期待に応え、一人ひとりが輝く豊かな世界の実現に向けて、より多くの『まだ、ここにない、出会い。』を提供して

いきます。  

詳しくはこちらをご覧ください。  

リクルートグループ：https://recruit-holdings.com/ja/  リクルート：https://www.recruit.co.jp/ 


