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株式会社リクルートライフスタイル（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：淺野 健）が運営する旅行サイト
『じゃらんnet』、国内旅行情報誌『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、2018年度（2018年4月～2019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2018」（北海道ブロック）を発表いたします。

2018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2018」 北海道ブロック発表！

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を表彰する「宿泊施設のアワード」として、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2018」で7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。

【本件に関するお問い合わせ先】
https://www.recruit-lifestyle.co.jp/support/press

カテゴリ 順位 施設名 所在地

1～10室部門

1位 悠久の宿 白糸 北海道札幌市

2位 ピリカレラホテル 北海道白老郡

3位 湯元 旬の御宿まつの湯 北海道札幌市

11～50室部門

1位 白金温泉郷 森の旅亭びえい 北海道上川郡

2位 望楼 ＮＯＧＵＣＨＩ 登別 北海道登別市

3位 運河の宿 おたる ふる川 北海道小樽市

51～100室部門

1位 定山渓第一寶亭留 翠山亭 北海道札幌市

2位 函館湯の川温泉 ホテル万惣 北海道函館市

3位 ぬくもりの宿 ふる川 北海道札幌市

101～300室部門

1位 湯の川プリンスホテル渚亭 北海道函館市

2位 緑の風リゾート きたゆざわ 北海道伊達市

3位 リッチモンドホテル札幌大通 北海道札幌市

301室以上部門

1位 定山渓ビューホテル 北海道札幌市

2位 ホテルまほろば 北海道登別市

3位 札幌プリンスホテル 北海道札幌市



じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞（総合）

【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）

【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。

じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞（夕食）

【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。

カテゴリ 順位 施設名 所在地

50室以下部門

1位 ペンション森のふくろう 北海道河東郡

2位 ぽらりす 北海道川上郡

3位 フンベHOFおおくま 北海道中川郡

51～100室部門

1位 望楼ＮＯＧＵＣＨＩ函館 北海道函館市

2位 HAKODATE 男爵倶楽部 HOTEL＆RESORTS 北海道函館市

3位 函館湯の川温泉 ホテル万惣 北海道函館市

101～300室部門

1位 ＪＲ東日本ホテルメッツ札幌 北海道札幌市

2位 しあわせは、朝ごはんから。ベッセルイン札幌中島公園 北海道札幌市

3位 ホテルWBFグランデ旭川 北海道旭川市

301室以上部門

1位 JRタワーホテル日航札幌 北海道札幌市

2位 クラブメッド北海道トマム 北海道勇払郡

3位 天然温泉 ホテルパコ函館 北海道函館市

カテゴリ 順位 施設名 所在地

50室以下部門

1位 フンベHOFおおくま 北海道中川郡

2位 ペンション森のふくろう 北海道河東郡

3位 ピリカレラホテル 北海道白老郡

51～100室部門

1位 静内エクリプスホテル 北海道日高郡

2位 函館湯の川温泉 ホテル万惣 北海道函館市

3位 ぬくもりの宿 ふる川 北海道札幌市

101～300室部門

1位 釧路ロイヤルイン 北海道釧路市

2位 狸の湯 ドーミーイン札幌ＡＮＮＥＸ 北海道札幌市

3位 ホテルビスタ札幌 中島公園 北海道札幌市

301室以上部門

1位 ラビスタ函館ベイ 北海道函館市

2位 ホテルルートインＧｒａｎｄ旭川駅前 北海道旭川市

3位 函館国際ホテル 北海道函館市

カテゴリ 順位 施設名 所在地

50室以下部門

1位 フンベHOFおおくま 北海道中川郡

2位 山の旅籠 山湖荘 北海道河東郡

3位 ペンション森のふくろう 北海道河東郡

51～100室部門

1位 函館湯の川温泉 ホテル万惣 北海道函館市

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

101～300室部門

1位 十勝川温泉 第一ホテル 北海道河東郡

2位 天都の郷ホテル本陣網走湖 北海道網走市

3位 ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ 北海道虻田郡

301室以上部門

1位 クラブメッド北海道トマム 北海道勇払郡

2位 洞爺サンパレス リゾート＆スパ 北海道有珠郡

3位 定山渓万世閣ホテルミリオーネ 北海道札幌市



『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。

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さまに支持されたことにより売上を伸ばし、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。

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
お客さまと優れた「コミュニケーション」を取られた宿泊施設に贈られます。

『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。

じゃらん OF THE YEAR 泊まって良かった宿大賞（接客・サービス）

【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。

宿泊施設名：天然温泉プレミアホテル-CABIN-帯広 所在地：北海道帯広市

宿泊施設名：リッチモンドホテル札幌駅前 所在地：北海道札幌市

評価コメント：クチコミ数が多いですが、返信は定型文化されておらず、現場スタッフの温かい思いやりやお客さまに
寄り添う気持ちが伝わってきます。ホテルの立地や周辺観光について、さりげなく情報が書かれており、クチコミの返
信を、予約を検討しているお客さまへのアピールの場として有効活用されています。

帯広市内の宿泊施設×北の屋台

評価コメント：閑散期対策として、帯広ならではのコンテンツ「北の屋台」と宿泊施設を結び付け、エリアとし
て、魅力を創出しアクションを生み出しました。宿泊施設と「北の屋台」の連携を密に行うことで、市内10施設
の宿泊施設がこの企画に参画、宿泊者が「北の屋台」に来店するという新しい集客へつながりました。

宿泊施設名：ホテルノイシュロス小樽 所在地：北海道小樽市
対象プラン名：【じゃらん掲載☆ミートセレクトディナー&締めパフェ特典】15周年記念プラン ル・シェノン

評価コメント：過去に販売したプランを分析し仮説を立て、トレンドを融合したプランにすることで、ただのトレンド
を生かしたプランではなく、過去プランとも整合性のあるプランニングを実現されています。その上で自社の強みを生
かした選べる料理や特典など、カスタマーニーズに訴える「選びたくなる」仕掛けは独自性が高いです。他宿泊施設の
周年企画との比較においても、新規性が認められます。

「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。

宿泊施設名：JRタワーホテル日航札幌
所在地：北海道札幌市

評価コメント： 「じゃらんパック」を活用して、予約数アップに成功した宿泊施設様です。レベニューマネジメント
の観点などから「じゃらんパック」限定で特別プランを作成されていました。また、プランメンテナンスをきめ細かく
行い、お客さまがお得に予約しやすい状態を常に維持し、実際に予約獲得を実現していることが、他宿泊施設様への模
範となり、今回の受賞に至りました。

カテゴリ 順位 施設名 所在地

50室以下部門

1位 ペンション森のふくろう 北海道河東郡

2位 ピリカレラホテル 北海道白老郡

3位 ぽらりす 北海道川上郡

51～100室部門

1位 カプセルホテル函館 北海道函館市

2位 望楼ＮＯＧＵＣＨＩ函館 北海道函館市

3位 ＨＡＫＯＤＡＴＥ 海峡の風 北海道函館市

101～300室部門

1位 KIKI知床 ナチュラルリゾート 北海道斜里郡

2位 ホテルウィングインターナショナル苫小牧 北海道苫小牧市

3位 湯の川プリンスホテル渚亭 北海道函館市

301室以上部門

1位 JRタワーホテル日航札幌 北海道札幌市

2位 クラブメッド北海道トマム 北海道勇払郡

3位 札幌グランドホテル 北海道札幌市


