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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』、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、2019年度（2019年4月～2020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2019」（北海道ブロック）を発表いたします。
※一部一時休業中の宿泊施設も含まれております。

2019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2019」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2019」で8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。今回は、いつかの旅行を検討する方々の参考にもなると幸いです。

【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 美味しい宿 敷島定山渓別邸 北海道札幌市

2位 石狩天然温泉 番屋の湯 北海道石狩市

3位 ピリカレラホテル 北海道白老郡

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 心のリゾート海の別邸ふる川 北海道白老郡

3位 湯宿だいいち 北海道標津郡

51～100室部門

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

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 きたゆざわ 森のソラニワ 北海道伊達市

3位 緑の風リゾート きたゆざわ 北海道伊達市

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 札幌プリンスホテル 北海道札幌市

3位 洞爺サンパレス リゾート＆スパ 北海道有珠郡



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。

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。

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 旅の宿 ステラ 北海道空知郡

51～100室部門

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

2位 花もみじ 北海道札幌市

3位 HakoBA 函館 by THE SHARE HOTELS 北海道函館市

101～300室部門

1位 ベッセルイン札幌中島公園 北海道札幌市

2位 ベッセルホテルカンパーナすすきの 北海道札幌市

3位 北こぶし知床 ホテル＆リゾート 北海道斜里郡

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 ラビスタ函館ベイ(共立リゾート) 北海道函館市

3位 京王プレリアホテル札幌 北海道札幌市

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 旅の宿 ステラ 北海道空知郡

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 静内エクリプスホテル 北海道日高郡

3位 フレイムホテル札幌 北海道札幌市

101～300室部門

1位 ベッセルイン札幌中島公園 北海道札幌市

2位 ベッセルホテルカンパーナすすきの 北海道札幌市

3位 レンブラントスタイル札幌 北海道札幌市

301室以上部門

1位 ホテルグレイスリー札幌 北海道札幌市

2位 ラビスタ函館ベイ(共立リゾート) 北海道函館市

3位 ホテルルートインＧｒａｎｄ旭川駅前 北海道旭川市

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 照月旅館 北海道根室市

51～100室部門

1位 【世界自然遺産の宿】 しれとこ村 つくだ荘 北海道斜里郡

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 KIKI知床 ナチュラルリゾート 北海道斜里郡

2位 紋別プリンスホテル 北海道紋別市

3位 あかん遊久の里鶴雅 北海道釧路市

301室以上部門

1位 ラビスタ函館ベイ(共立リゾート) 北海道函館市

2位 定山渓万世閣ホテルミリオーネ 北海道札幌市

3位 洞爺サンパレス リゾート＆スパ 北海道有珠郡



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。

宿泊施設名：ホテルリソルトリニティ札幌 所在地：北海道札幌市

宿泊施設名：純和風旅館一乃松 所在地：北海道函館市

評価コメント：老舗旅館らしい、丁寧で温かい返信が多く、宿のアピールポイントやカスタマーへの感謝がバラ
ンスよく織り込まれていて、非常に読みやすい内容になっています。また、カスタマーの何気ない一言にも反応
し話を広げていて、とても共感力が高いと感じられます。リピーターや再訪を望むクチコミが多いのもこの共感
力の高さが理由の一つだと思われます。

層雲峡温泉の人気コンテンツ「紅葉」をデジタルアートで磨きあげ！
夜の集客コンテンツへ進化させ、エリアの集客アップにつなげた事例

(層雲峡未来観光戦略プロジェクト実行委員会)

評価コメント：差別化するのが難しい「自然コンテンツ」を効果的にブラッシュアップし、集客数増へつなげることが
できた好事例です。事前の告知や宿泊プラン化、現地でのシャトルバス運行など、カスタマーの認知度アップの取り組
みや、利用してもらうまでのフォローも素晴らしいです。

宿泊施設名：クロスホテル札幌 所在地：北海道札幌市
対象プラン名：【One Mile Trip】出会いと発見がいっぱいの春のショートトリップを

評価コメント：ホテルスタッフの方の積極的な取り組みが、成果につながっています。街歩きやお店巡りを目的として
来訪されるカスタマーが多い、という地域の特徴を生かし、エリアの楽しみ方ともマッチしているプラン内容です。プ
ラン作成においてのホテル側の手間暇が感じられ、プランの独自性も高く感じられます。

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：ホテルマイステイズプレミア札幌パーク（旧アートホテルズ札幌）
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された宿泊施設です。 「じゃらんパック」限定
プランのバリエーションを増やし、きめ細かな価格調整をすることでお客さまがお得に予約できる状態を維持されまし
た。「じゃらんパック」専用プランで予約できる部屋タイプも『じゃらんnet』にそろえていただき、昨年を上回る予
約獲得を実現さ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。

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 照月旅館 北海道根室市

51～100室部門

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 ぬくもりの宿 ふる川 北海道札幌市

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 スーパーホテルＰｒｅｍｉｅｒ帯広駅前 拓聖の湯 北海道帯広市

3位 函館・湯の川温泉 花びしホテル 北海道函館市

301室以上部門

1位 札幌グランドホテル 北海道札幌市

2位 JRタワーホテル日航札幌 北海道札幌市

3位 ホテルエミシア札幌 北海道札幌市


