【報道関係者各位】

CR-16-04
札幌国際観光株式会社
センチュリーロイヤルホテル
2016 年 1 月 29 日

センチュリーロイヤルホテル
国内最大級のインターネット総合旅行サイト
楽天トラベルアワード 2015 にて北海道地区史上初

北海道地区プレミアム部門
ダイヤモンド賞を 3 年連続受賞
受賞を記念した特別プランも販売

札幌国際観光株式会社（本社：札幌市中央区北 5 条西 5 丁目）が経営するセンチュリーロイヤ
ルホテル（代表取締役社長・総支配人: 桶川昌幸）は、国内最大級のインターネット総合旅行サ
イト楽天トラベル（北海道地区）が主催する「楽天トラベルアワード 2015」において、最高賞と
なる北海道地区プレミアム部門ダイヤモンド賞を 1 月 28 日（木）に受賞いたしました。同賞の
受賞は 3 年連続の受賞で、北海道地区では史上初となります。このほか、同アワード 2015 北海
道エリア 楽パック賞受賞、北海道エリア トップセールス賞も同時受賞いたしました。
「楽天トラベルアワード 2015」は、旅行予約サイト「楽天トラベル」加盟施設約 30,000 施設
（北海道地区 1,600 施設）の中から昨年 1 年間で、“シティ・ビジネス部門”および“レジャー
部門” “プレミアム部門”で顕著な予約実績を収めた施設と、お客様アンケートにおいて評価
の高かった施設を 13 地区ごとに表彰しております。各賞の選定については、施設規模による差
が出てしまうことのないようにアクセス数等、様々な項目を総合的に数値化し決定しております。
今回、当ホテルが受賞した「ダイヤモンド賞」は、3 年連続で北海道地区及び各カテゴリーの中
で顕著な実績を収めた施設に贈られる賞です。
当ホテル代表の桶川は、
「数多くの競合施設がある中でこの賞を受賞できたことを大変嬉しく
思います。今回の栄えある賞の名に恥じないよう、より一層、サービスの向上、新しい魅力づく
りを行ってまいります。
」とコメントしています。
楽天トラベルアワードの選出基準、受賞記念プランの概要は別紙の通りです。

【報道関係の方のお問い合わせ先】
センチュリーロイヤルホテル 営業企画室 : 蝦名（えびな）・大湯（おおゆ）
TEL／011-210-9340 FAX／011-210-9331

◆楽天トラベルアワード2015 北海道地区 概要◆
■受賞内容：北海道地区エリア プレミアム部門 ダイヤモンド賞
北海道エリア 楽パック賞受賞
北海道エリア トップセールス賞受賞
【楽天トラベルアワード2015北海道エリア受賞式】
日

時：2016年1月28日(木)

会

場：札幌グランドホテル

---------------------------------------------------------------------------------------3 年連続、楽天トラベルアワードプレミアム部門 ダイヤモンド賞受賞を記念した特別プランを
販売いたします。
【3 年連続ダイヤモンド賞受賞記念プラン概要】
楽天トラベルアワード 2015 ◆3 年連続ダイヤモンド賞受賞記念◆EXCLUSIVE FLOOR FLATRATE

販売期間：2016 年 1 月 28 日（木）～
販売価格：2 名様 1 室 30,000 円／室（全日程）
●お部屋
客室最上階エクスクルーシヴフロア BLANC
・58 平米以上
・120 タイトル有料放送 VOD が無料
・アメニティは南フランスのロクシタン社製
・ロフテー社快眠枕
・オリジナルバスローブ
・バス・トイレ別
・朝夕刊無料サービス（休刊日除く）
・冷蔵庫内ドリンク類すべて無料
●人気の選べる朝食付
＜ボリューム満点のビュッフェレストラン＞
・YUUYOO TERRACE SAPPORO（ユーヨーテラスサッポロ）
（営業時間

6：30～10：00）

＜季節感を大切にしたカラダに優しい健康和朝食＞
・日本料理 北乃路（きたのじ）
（営業時間

6：30～10：00）

上記、記念特別プランは楽天トラベルサイト上において販売。

■センチュリーロイヤルホテルの受賞歴
平成25年2月

楽天トラベルアワード2012・プレミアムホテル部門金賞

平成25年3月

トリップアドバイザー・朝食の美味しいホテル2013

平成25年5月

楽天トラベル朝ごはんフェスティバル2013 北海道3位

平成25年5月

るるぶトラベルアワード2012 ブロンズアワード

平成26年2月

楽天トラベルアワード2013 プレミアムホテル部門ダイヤモンド賞

平成26年5月

るるぶトラベルアワード2013 シルバーアワード

平成26年5月

トリップアドバイザーCertificate of Excellenceアワード2014

平成26年6月

JTBが選ぶ2013年度 北海道大規模ホテル部門

平成26年6月

楽天トラベル朝ごはんフェスティバル2014 北海道1位

平成26年9月

楽天トラベル「朝ごはんフェスティバル(R)2014～頂上決戦～審査員特別賞

平成27年2月

楽天トラベルアワード2014 北海道エリア プレミアム部門ダイモンド賞

平成27年2月

楽天トラベルアワード2014 北海道エリア 楽パック賞受賞

平成27年4月

ダイヤモンドQ「泊まってみて良かった日本ベストホテル100」入選

平成27年4月

トリップアドバイザー「行ってよかった！朝食のおいしいホテル2015」全国第6位

全国8位

サービス優秀ホテル

平成27年5月 「JTB・るるぶトラベルアワード2014 るるぶトラベルツアー部門」全国１位
平成27年5月 「JALパックアワード2014Web販売部門」受賞
平成27年5月

トリップアドバイザーCertificate of Excellenceアワード2015受賞

平成27年5月

2014年度 JTBが選ぶサービス優秀旅館・ホテル 受賞

平成27年7月

一休.com「お食事」のクチコミ評価の高いホテルランキング東日本第4位

平成27年8月

楽天トラベル朝ごはんフェスティバル2015 北海道WEB投票 1位

平成27年9月

福利厚生宿泊 ベネフィットステーションアワード

平成27年9月

一休.com「接客・サービス」のクチコミ評価の高いホテルランキング東日本第9位

敢闘賞受賞

平成27年11月 Agodaにおいて、
「2015年度アゴダゴールドサークルアワード」を受賞
楽天トラベルアワード2015 アワードの選出基準
【総合部門】
■楽天トラベルアワード 各賞（ダイヤモンド・金・銀）
楽天トラベルでの流通額・販売率、カスタマイズページ、お客さまアンケート、懸賞広場、メール
マガジン配信機能（R-mail）などのコンテンツ利用による集客を推進した施策などを総合的に評価
し決定。金賞・銀賞は直近の1年間で極めて顕著な実績を収めた施設に贈られ、「ダイヤモンド賞」
は、当該地区及びカテゴリーにおいて、2年連続で優秀な実績を残した施設に贈られる賞です。
＊2年連続「金賞」＝ダイヤモンド賞とは限りません。
■敢闘賞
年間で販売促進に力を入れて躍進した施設に贈られます。
■リトル・スター賞
小規模な施設で、親しみある温かいサービスを提供し、優れた実績を収めた施設に贈られます。

【個別部門】
■お客さまの声大賞
当該地区及び施設のカテゴリー別に、お客さまアンケートの「総合」部門において、最も高い評価
を得た施設に贈られます。
■インバウンド賞
当該地区において、海外からのお客様を積極的に集客し実績をあげた施設に贈られます。
■トップセールス賞
当該地区において、極めて高い売上実績をあげた施設に贈られます。
■大躍進賞
当該地区において、前年より飛躍的に実績を伸ばした施設に贈られます。
■ベストパートナー賞
当該地区において、営業ツールを積極的に活用し、全客室を極めて高い比率で販売した施設に贈ら
れます。
■楽パック賞
当該地区において、航空券付宿泊パッケージ「楽パック」の販売促進に積極的に取り組み、総合的
に高い実績をあげた施設に贈られます。
＜ご参考＞
「楽天トラベルアワード2015」は全国13エリアで発表いたします。
北海道、東北、北関東、首都圏、伊豆・箱根、甲信越、東海、北陸、近畿、中国、四国、九州、
沖縄

《センチュリーロイヤルホテル施設概要》
名 称
所在地
連絡先
開 業
代表取締役社長・総支配人
施 設
客室数
収容人員
レストラン

宴会場
その他
駐車場

札幌国際観光株式会社 センチュリーロイヤルホテル
〒060-0005 札幌市中央区北 5 条西 5 丁目 2 番地
TEL：011(221)2121 FAX：011(231)2538
URL：http://www.cr-hotel.com/
1973 年（昭和 48 年）5 月 10 日
桶川 昌幸（おけがわ まさゆき）
地上 23 階・地下 3 階
300 室
557 名
「YUUYOO TERRACE SAPPORO」（ユーヨーテラス サッポロ）
「日本料理 北乃路」
「スカイレストラン ロンド」
「ティーラウンジ フォンテーヌ 」
4 室 結婚式場（チャペル）
スーベニアショップ、エステ、
衣裳室、写真室
30 台収容（地下 3 階駐車場）
2016 年 1 月 27 日現在
以上

