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「ＪＡＬパックアワード 2019」 １２８施設を表彰 
2020年 3月より各地でアワード授与式を開催 

 

 

株式会社ジャルパック（本社：東京都品川区、代表取締役社長：江利川 宗光、以下「ジャルパック」）は、お客さまから

高評価を頂いた施設などを表彰する“JALパックアワード 2019”を発表いたします。当アワード表彰は 2014年より開始さ

れ今年で6回目。2019年1月～12月の期間において、当社のツアー企画、運営に日頃よりご協力頂いている全ての施

設を対象とし、北海道、関東、“東北・北陸・中部”、“関西・南紀・山陰・山陽”、四国、“九州・奄美”、沖縄、の 7つのエリ

アに分けて、特に厚くご協力いただいた施設を表彰いたします。今回のアワードは金賞、銀賞をあわせ合計１２８施設に

贈られ、3月上旬より各地で開催される“JALパック商品説明会”等に合わせて授与式を開催、今後、1年間、当社Web

コンテンツ、パンフレットにおいてその内容を幅広く周知してまいります。 

当社Webコンテンツ URL https://www.jal.co.jp/domtour/award/ 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

【表彰内容および主な表彰施設（抜粋）】※表彰施設一覧は別添をご参照下さい 

◆お客さま評価賞 （お客さまからお寄せいただいたアンケートの評価が総合的に高かったお取引先に贈られます。） 

金賞：ホテル日航アリビラ（沖縄県） 

銀賞：シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル（千葉県） 他計１８施設 
 

◆JALPAK賞（ジャルパックが目指す商品の取り組みにご協力いただいたお取引先に贈られます。） 

金賞：株式会社プリンスホテル 北海道エリア（北海道） 

銀賞：大阪マリオット都ホテル（大阪府） 他計１７施設 
 

◆セールス賞 （ジャルパック商品の販売にご協力いただいたお取引先に贈られます。） 

金賞：京急ＥＸホテル品川（東京都） 

銀賞：ホテル日航熊本（熊本県） 他計９３施設 
 

【表彰スケジュール（会場）】 

3/3（火） 関西・南紀・山陰・山陽地区（大阪府 ホテル日航大阪）、3/4（水） 四国地区（徳島県 アオアヲ ナルト リゾート）

3/10（火） 九州・奄美地区（福岡県 ホテル日航福岡）、3/24（火） 北海道地区（北海道 札幌グランドホテル） 

3/26（木） 沖縄地区（沖縄県 ザ・ナハテラス）、5/8（金） 関東、東北・北陸・中部地区（東京都 セルリアンタワー

東急ホテル） 

 
 
国内旅行、海外旅行のジャルパックは、これまで以上に「お客さま視点」を第一に考え、“旅のプロ”としてお客さ

ま・旅行会社の皆さまから常に指名されるホールセール旅行会社を目指してまいります。 

昨年の授与式の様子 
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○表彰施設一覧 
 

◆お客さま評価賞  

（お客さまからお寄せいただいたアンケートの評価が総合的に高かったお取引先に贈られます。） 

賞 地域 施設名称 

金賞 北海道 JRタワーホテル日航札幌 

金賞 青森 星野リゾート 奥入瀬渓流ホテル 

金賞 東京 帝国ホテル 東京 

金賞 千葉 東京ディズニーシー・ホテルミラコスタ ® 

金賞 和歌山 南紀白浜マリオットホテル 

金賞 徳島 アオアヲ ナルト リゾート 

金賞 長崎 ホテル日航ハウステンボス 

金賞 沖縄 宮古島東急ホテル＆リゾーツ 

金賞 沖縄 ホテル日航アリビラ 

銀賞 北海道 オーセントホテル小樽 

銀賞 青森 ホテルサンルート青森 

銀賞 千葉 シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル 

銀賞 大阪 ホテル ユニバーサル ポート 

銀賞 香川 高松 東急REIホテル 

銀賞 福岡 博多エクセルホテル東急 

銀賞 沖縄 ホテルモントレ沖縄スパ＆リゾート 

銀賞 沖縄 ホテル オリオン モトブ リゾート＆スパ 

銀賞 沖縄 ザ・ブセナテラス 

 

◆JALPAK賞  

（ジャルパックが目指す商品の取り組みにご協力いただいたお取引先に贈られます。） 

賞 地域 施設名称 

金賞 北海道 株式会社プリンスホテル 北海道エリア 

金賞 北海道 北海道旅客鉃道株式会社 

金賞 青森 ロックウッド・ホテル＆スパ 

金賞 東京 劇団四季 

金賞 東京 新宿ワシントンホテル 

金賞 和歌山 アドベンチャーワールド 

金賞 広島 ホテルニューヒロデン 

金賞 徳島 大塚国際美術館 

金賞 徳島 スマイルホテル徳島 

金賞 長崎 ハウステンボス 

金賞 長崎 ホテル JALシティ長崎 

金賞 沖縄 那覇バス株式会社 

金賞 沖縄 ホテルルートイン那覇泊港 

銀賞 北海道 ホテルマイステイズ札幌アスペン 

銀賞 山形 ホテル ルーセントタカミヤ 

銀賞 東京 東京タワー 

銀賞 大阪 大阪マリオット都ホテル 
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◆セールス賞 ～BEST SALES～ 

（送客人泊数においてご貢献頂いたお取引先に贈られます。） 

賞 地域 施設名称 

金賞 北海道 京王プラザホテル札幌 

金賞 北海道 函館国際ホテル 

金賞 北海道 北こぶし知床 ホテル＆リゾート 

金賞 北海道 新富良野プリンスホテル 

金賞 宮城 ホテル モンテ エルマーナ仙台 

金賞 秋田 秋田ビューホテル 

金賞 千葉 東京ベイ舞浜ホテル ファーストリゾート 

金賞 東京 京急ＥＸホテル品川 

金賞 大阪 大阪新阪急ホテル・新阪急ホテルアネックス 

金賞 高知 ホテル日航高知 旭ロイヤル 

金賞 愛媛 松山 東急REIホテル 

金賞 奄美 ホテルウエストコート奄美（Ⅰ＆Ⅱ） 

金賞 宮崎 ホテル JALシティ宮崎 

金賞 福岡 プレジデントホテル博多 

金賞 沖縄 ホテル JALシティ那覇 

銀賞 北海道 ルスツリゾートホテル＆コンベンション 

銀賞 北海道 札幌 東急REIホテル 

銀賞 青森 ホテル JALシティ青森 

銀賞 秋田 ダイワロイネットホテル秋田 

銀賞 千葉 東京ベイ東急ホテル 

銀賞 千葉 ヒルトン東京ベイ 

銀賞 東京 銀座キャピタルホテル 

銀賞 神奈川 新横浜プリンスホテル 

銀賞 大阪 ホテル京阪 ユニバーサル・タワー 

銀賞 岡山 三井ガーデンホテル岡山 

銀賞 島根 松江 エクセルホテル東急 

銀賞 広島 ホテル法華クラブ広島 

銀賞 兵庫 神戸三宮 東急 REIホテル 

銀賞 徳島 JRホテルクレメント徳島 

銀賞 高知 高知パレスホテル 

銀賞 香川 JRホテルクレメント高松 

銀賞 福岡 ホテルリソルトリニティ博多 

銀賞 熊本 ホテル日航熊本 

銀賞 鹿児島 屋久島グリーンホテル 

銀賞 福岡 ホテル日航福岡 

銀賞 沖縄 ルネッサンス リゾート オキナワ 

銀賞 沖縄 沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ 

銀賞 沖縄 オクマ プライベートビーチ ＆ リゾート 

銀賞 沖縄 ロワジールホテル那覇 
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◆セールス賞 ～BEST GROWTH～ 

（送客人泊数伸長率においてご貢献頂いたお取引先に贈られます。） 

賞 地域 施設名称 

金賞 北海道 十勝川温泉第一ホテル 

金賞 北海道 ヒルトンニセコビレッジ 

金賞 北海道 アートホテル旭川 

金賞 岩手 ユニゾインエクスプレス盛岡 

金賞 東京 新橋愛宕山 東急REIホテル 

金賞 京都 都ホテル 京都八条 

金賞 島根 お宿 月夜のうさぎ 

金賞 愛媛 ダイワロイネットホテル松山 

金賞 鹿児島 霧島ホテル 

金賞 福岡 博多 東急REIホテル 

金賞 沖縄 南の美ら花ホテルミヤヒラ 

金賞 沖縄 パシフィックホテル沖縄 

銀賞 北海道 ホテルまほろば 

銀賞 北海道 ホテルクラビーサッポロ 

銀賞 石川 金沢ニューグランドホテルプレミア 

銀賞 東京 相鉄グランドフレッサ 品川シーサイド 

銀賞 東京 西鉄イン日本橋 

銀賞 東京 ホテル JALシティ羽田 東京 

銀賞 東京 ホテルサンルート浅草 

銀賞 兵庫 ホテル日航姫路 

銀賞 島根 ホテル一畑 

銀賞 愛媛 大和屋本店 

銀賞 香川 リゾートホテル オリビアン小豆島 

銀賞 熊本 リバーサイドホテル熊本 

銀賞 佐賀 唐津シーサイドホテル 

銀賞 長崎 稲佐山観光ホテル 

銀賞 奄美 おきえらぶフローラルホテル 

銀賞 沖縄 ヒルトン沖縄北谷リゾート 

銀賞 沖縄 ダブルツリーbyヒルトン那覇首里城 

銀賞 沖縄 Royal Hotel 沖縄残波岬 
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◆セールス賞 ～BEST PLANNING～ 

（ＪＡＬダイナミックパッケージ、ＪＡＬイージーホテルのプラン内容・数においてご貢献頂いたお取引先に

贈られます） 

賞 地域 施設名称 

金賞 北海道 ラ・ジェント・ステイ札幌大通 

金賞 北海道 お宿 欣㐂湯 

金賞 石川 ガーデンホテル金沢 

金賞 東京 第一ホテル両国 

金賞 広島 三井ガーデンホテル広島 

金賞 高知 城西館 

金賞 長崎 ホテルオークラ JRハウステンボス 

金賞 宮崎 シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート 

金賞 沖縄 かねひで喜瀬ビーチパレス 

金賞 沖縄 オキナワ マリオット リゾート & スパ 

銀賞 北海道 札幌グランドホテル 

銀賞 北海道 あかん遊久の里 鶴雅 

銀賞 青森 ダイワロイネットホテル青森 

銀賞 愛知 ユニゾイン名古屋栄 

銀賞 東京 ホテルニューオータニ 

銀賞 東京 ロッテシティホテル錦糸町 

銀賞 大阪 ザ パーク フロント ホテル アット ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 

銀賞 大阪 大阪 東急REIホテル 

銀賞 山口 大谷山荘 

銀賞 徳島 ホテルサンルート徳島 

銀賞 香川 ことひら温泉 琴参閣 

銀賞 鹿児島 SHIROYAMA HOTEL kagoshima 

銀賞 大分 レンブラントホテル大分 

銀賞 沖縄 ホテルパームロイヤル NAHA国際通り 

 

以上 

 


