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報道関係各位 

 

ＪＡＬPAK AWARD2022発表！ 
～JALPAK大賞含む４部門１３６施設・９団体を表彰～ 

 
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：平井 登、以下「ジャルパック」）は、お客さまから高評価

をいただいたお取引先さまや「いい旅、あたらしい旅。」の創造に寄与いただいたお取引先さまを表彰する“JALPAK 

AWARD2022”を発表いたします。“JALPAK AWARD”は今年で７回目を迎え、２０１９年以来３年ぶりの発表となり

ます。 

                           
この度、“JALPAK AWARD2022”として、全国を６エリア(北海道、関東・東北・中部・北陸、関西・南紀・山陰・山陽、

四国、九州・奄美、沖縄)に分け、ジャルパックに日頃よりご協力いただいている全てのお取引先さまを対象に、２０２２年

１月～１２月において、お客さま評価が高く、特に厚くご協力いただいたお取引先さまを表彰させていただきます。 

今回から JALPAK大賞を新設し、１エリアにつき、1お取引先さまを選出させていただきます。そのほか、お客さま評

価部門、企画部門、セールス部門の 3部門においてそれぞれ金賞、銀賞を設定し、表彰数は合計１３６施設・９団体となり

ます。 今後、３月上旬より各地で開催される商品発表会に合わせて“JALPAK AWARD2022”受賞お取引先さまを

紹介すると共にジャルパックのWebコンテンツ、JAL機内誌「SKYWARD」や様々な SNSにて幅広い周知を行って

参ります。また、受賞された宿泊施設さまからは特典マイル付きの「アワード受賞プラン」をご提供いただいておりますの

でこの機会にぜひご利用ください。 

 

【主な表彰お取引先さま（一部抜粋）】  ※一覧は別添をご参照下さい。            

■JALPAK大賞(お客さま評価も含め、すべての指標が総合的に高かったお取引先さま）  

北海道： 新富良野プリンスホテル（北海道） 関東：シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル（千葉県）  

関西：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（大阪府）  

四国：大和屋本店（愛媛県） 九州：ホテル日航福岡（福岡県） 沖縄：ホテル日航アリビラ（沖縄県） 

                            計６施設 

■お客さま評価部門（お客さまアンケートの評価が総合的に高かったお取引先さま） 

金賞：JRタワーホテル日航札幌（北海道） 

銀賞：松乃湯（島根県） 

他計１２施設 

■企画部門（「いい旅、あたらしい旅。」の創造に特に寄与頂いたお取引先さま） 

金賞：北三陸ファクトリー（岩手県） 

銀賞：一般社団法人 愛媛県観光物産協会（愛媛県） 

他計４施設・９団体 

■セールス部門（送客人泊数、伸長率、JALダイナミックパッケージプラン内容・数においてご貢献頂いたお取引先さま） 

金賞：ホテルアービック鹿児島（鹿児島県）     

銀賞：ザ・ブセナテラス（沖縄県） 

他計１１４施設 

 
【販売サイト（2023年 3月 31日 OPEN予定）】 

(PC)https://www.jal.co.jp/domtour/award/      
(SP)https://sp.jal.co.jp/domtour/award/ 

 

国内旅行、海外旅行のジャルパックは、なによりも「お客さま視点」を大切に、"旅のプロ"としてお客さま・旅行会社のみなさまから常に指名される旅行会社を目指してま

いります。また、JAL グループの一員としてコンプライアンスを遵守し、社員一同団結して広く社会に貢献するべく努めてまいります。 

 

https://www.jal.co.jp/domtour/award/
https://sp.jal.co.jp/domtour/award/
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1.北海道    

  賞 施設名 受賞歴（賞の種類関係なく受賞回数） 

JALPAK 大賞 大賞 新富良野プリンスホテル ＊16・17・18・19 年度受賞 

お客さま評価賞 
金 JR タワーホテル日航札幌 ＊15・16・17・18・19 年度受賞 

銀 北こぶし知床 ホテル＆リゾート ＊15・16・17・18・19 年度受賞 

企画部門賞 
金 北海道旅客鉃道株式会社 ＊19 年度受賞 

銀 オリックス自動車株式会社 ＊初受賞 

セールス賞 

（BEST SALES） 

金 ルスツリゾートホテル＆コンベンション ＊15・17・19 年度受賞 

金 函館国際ホテル ＊19 年度受賞 

金 ソラリア西鉄ホテル札幌 ＊初受賞 

銀 十勝川温泉第一ホテル 豊洲亭・豆陽亭 ＊15・19 年度受賞 

銀 京王プラザホテル札幌 ＊15・16・17・18・19 年度受賞 

銀 ワイズホテル旭川駅前 ＊初受賞 

セールス賞 

（BEST GROWTH） 

金 星野リゾート トマム ザ・タワー ＊初受賞 

金 札幌エクセルホテル東急 ＊初受賞 

金 Mercure Sapporo ＊初受賞 

銀 ホテルまほろば ＊18・19 年度受賞 

銀 洞爺湖万世閣 ホテルレイクサイドテラス ＊初受賞 

銀 ラ・ジェント・ステイ札幌大通 ＊17・18・19 年度受賞 

セールス賞 

（BEST PLANNING） 

金 札幌グランドホテル ＊15・16・18・19 年度受賞 

金 札幌プリンスホテル ＊18 年受賞 

金 ホテル日航ノースランド帯広 ＊初受賞 

銀 あかん遊久の里 鶴雅 ＊14・17・18・19 年度受賞 

銀 ホテル JALシティ札幌 中島公園 ＊初受賞 

銀 ホテルマイステイズプレミア札幌パーク ＊2018 年受賞 

      

2.関東・東北・北陸・中部 

  賞 施設名 受賞歴（賞の種類関係なく受賞回数） 

JALPAK 大賞 大賞 シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル ＊16・17・18・19 年度受賞 

お客さま評価賞 
金 東京ディズニーランドⓇホテル ＊17・18 年度受賞 

銀 川崎日航ホテル ＊17 年度受賞 

企画部門賞 

金 帝国ホテル 東京 ＊14・17・18・19 年度受賞 

金 北三陸ファクトリー ＊初受賞 

銀 星野リゾート 青森屋 ＊16 年度受賞 

セールス賞 

（BEST SALES） 

金 品川プリンスホテル ＊14・15・16・17 年度受賞 

金 新宿ワシントンホテル ＊16・17・19 年度受賞 

金 ホテル JALシティ青森 ＊15・17・18・19 年度受賞 

金 ホテル モンテ エルマーナ仙台 ＊15・17・19 年度受賞 

銀 東京プリンスホテル ＊初受賞 

銀 ロワジールホテル 品川シーサイド ＊初受賞 

銀 ホテル京阪 仙台 ＊初受賞 

銀 ホテル オリエンタル エクスプレス 名古屋栄 ＊初受賞 
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セールス賞 

（BEST GROWTH） 

金 東京ベイ東急ホテル ＊18・19 年度受賞 

金 ヒルトン東京ベイ ＊17・18・19 年度受賞 

金 ホテルサンルート浅草 ＊17・19 年度受賞 

金 ホテルメトロポリタン秋田 ＊初受賞 

銀 相鉄フレッサイン 東京蒲田 ＊初受賞 

銀 渋谷エクセルホテル東急 ＊初受賞 

銀 オリエンタルホテル 東京ベイ  ＊初受賞 

銀 ホテルサンルート新潟 ＊17・18 年度受賞 

セールス賞 

（BEST PLANNING） 

金 グランドニッコー東京ベイ 舞浜 ＊初受賞 

金 三井ガーデンホテルプラナ東京ベイ ＊17 年度受賞 

金 ホテル JALシティ羽田 東京 ＊15・19 年度受賞 

金 アートホテル弘前シティ ＊初受賞 

銀 ホテルオークラ東京ベイ ＊17・18 年度受賞 

銀 ガーデンホテル金沢 ＊15・17・18・19 年度受賞 

銀 天然温泉 加賀の宝泉 御宿 野乃金沢 ＊初受賞 

銀 横浜ベイホテル東急 ＊初受賞 

       

3.関西・南紀・山陰・山陽 

  賞 施設名 受賞歴（賞の種類関係なく受賞回数） 

JALPAK 大賞 大賞 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 ＊18・19 年度受賞 

お客さま評価賞 
金 ホテルハーヴェスト南紀田辺 ＊初受賞 

銀 松乃湯 ＊初受賞 

企画部門賞 
金 南紀白浜マリオットホテル ＊18・19 年度受賞 

銀 関西エアポート株式会社 ＊初受賞 

セールス賞 

（BEST SALES） 

金 大阪 東急ＲＥＩホテル ＊17・19 年度受賞 

金 ホテル京阪 ユニバーサル・タワー ＊17・19 年度受賞 

金 ホテル法華クラブ広島 ＊19 年度受賞 

銀 三井ガーデンホテル京都四条 ＊18 年度受賞 

銀 三井ガーデンホテル岡山 ＊17・18・19 年度受賞 

銀 松江 エクセルホテル東急 ＊17・18・19 年度受賞 

セールス賞 

（BEST GROWTH） 

金 大阪新阪急ホテル ＊17・19 年度受賞 

金 ホテルプラザオーサカ ＊18 年度受賞 

金 ホテル京阪 京都 グランデ ＊17 年度受賞 

銀 神戸三宮 東急ＲＥＩホテル ＊18・19 年度受賞 

銀 ホテルインターゲート広島 ＊初受賞 

銀 ツインリーブスホテル出雲 ＊18 年度受賞 

セールス賞 

（BEST PLANNING） 

金 白良荘グランドホテル ＊17 年度受賞 

金 ホテル日航姫路 ＊19 年度受賞 

金 三井ガーデンホテル広島 ＊18・19 年度受賞 

銀 ホテル日航大阪 ＊初受賞 

銀 ホテルグランヴィア岡山 ＊初受賞 

銀 天然温泉 八雲の湯 ドーミーイン出雲 ＊初受賞 
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4.四国    

  賞 施設名 受賞歴（賞の種類関係なく受賞回数） 

JALPAK 大賞 大賞 大和屋本店 ＊17・18・19 年度受賞 

お客さま評価賞 
金 JR ホテルクレメント徳島 ＊17・19 年度受賞 

銀 JR ホテルクレメント高松 ＊17・19 年度受賞 

企画部門賞 
金 株式会社かんかけタクシー ＊初受賞 

銀 一般社団法人 愛媛県観光物産協会 ＊初受賞 

セールス賞 

（BEST SALES） 

金 松山 東急ＲＥＩホテル ＊17・18・19 年度受賞 

金 スマイルホテル徳島 ＊18・19 年度受賞 

金 高松 東急ＲＥＩホテル ＊17・18・19 年度受賞 

銀 高知パレスホテル ＊17・18・19 年度受賞 

銀 カンデオホテルズ 松山大街道 ＊17・18 年度受賞 

銀 西鉄イン高知はりまや橋 ＊18 年度受賞 

セールス賞 

（BEST GROWTH） 

金 アオアヲ ナルト リゾート ＊17・18・19 年度受賞 

金 ダイワロイネットホテル松山 ＊19 年度受賞 

金 ザ クラウンパレス新阪急高知 ＊17 年度受賞 

銀 道後 hakuro ＊初受賞 

銀 琴平グランドホテル 桜の抄 ＊18・19 年度受賞 

銀 足摺国際ホテル ＊初受賞 

セールス賞 

（BEST PLANNING） 

金 ホテルサンルート徳島 ＊17・18・19 年度受賞 

金 ことひら温泉 琴参閣 ＊17・19 年度受賞 

金 城西館 ＊17・19 年度受賞 

銀 ホテルビスタ松山 ＊初受賞 

銀 新ロイヤルホテル四万十 ＊初受賞 

銀 ダイワロイネットホテル高松 ＊初受賞 

       

5.九州・奄美  

  賞 施設名 受賞歴（賞の種類関係なく受賞回数） 

JALPAK 大賞 大賞 ホテル日航福岡 ＊17・18・19 年度受賞 

お客さま評価賞 
金 SHIROYAMA HOTEL kagoshima ＊17・19 年度受賞 

銀 柚富の郷 彩岳館 ＊初受賞 

企画部門賞 
金 九州旅客鉃道株式会社 ＊17 年度受賞 

銀 ホテルニュー長崎 ＊18 年度受賞 

セールス賞 

（BEST SALES） 

金 ホテル JALシティ福岡 天神 ＊初受賞 

金 博多 東急 REIホテル ＊19 年度受賞 

金 ホテルウエストコート奄美Ⅰ・Ⅱ ＊17・18・19 年度受賞 

銀 ホテル JALシティ長崎 ＊19 年度受賞 

銀 ホテル JALシティ宮崎 ＊19 年度受賞 

銀 屋久島グリーンホテル ＊19 年度受賞 

セールス賞 

（BEST GROWTH） 

金 東急ステイ福岡天神 ＊初受賞 

金 the b 博多 ＊初受賞 

金 ホテルアービック鹿児島 ＊初受賞 
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銀 博多 エクセルホテル東急 ＊18・19 年度受賞 

銀 レフ熊本 by ベッセルホテルズ ＊初受賞 

銀 ホテルメリージュ ＊初受賞 

セールス賞 

（BEST PLANNING） 

金 シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート ＊17・18・19 年度受賞 

金 ホテル日航ハウステンボス ＊17・18・19 年度受賞 

金 ホテル法華クラブ鹿児島 ＊18 年度受賞 

銀 レンブラントホテル大分 ＊19 年度受賞 

銀 三井ガーデンホテル福岡中洲 ＊初受賞 

銀 ホテルウィングインターナショナルセレクト熊本 ＊初受賞 

    

6.沖縄    

  賞 施設名 受賞歴（賞の種類関係なく受賞回数） 

JALPAK 大賞 大賞 ホテル日航アリビラ ＊14・15・16・17・18・19 年度受賞 

お客さま評価賞 
金 ハレクラニ沖縄 ＊初受賞 

銀 ヒルトン沖縄北谷リゾート ＊19 年度受賞 

企画部門賞 
金 オリックス自動車株式会社 ＊15 年度受賞 

銀 株式会社ユカルヒ ＊初受賞 

セールス賞 

（BEST SALES） 

金 ホテル JALシティ那覇 ＊15・16・17・18・19 年度受賞 

金 パシフィックホテル沖縄 ＊16・17・18・19 年度受賞 

金 宮古島 東急ホテル＆リゾーツ ＊17・18・19 年度受賞 

銀 ロワジールホテル 那覇 ＊15・17・18・19 年度受賞 

銀 オクマ プライベートビーチ＆リゾート ＊17・18・19 年度受賞 

銀 フサキビーチリゾート ホテル＆ヴィラズ ＊初受賞 

セールス賞 

（BEST GROWTH） 

金 ノボテル沖縄那覇 ＊初受賞 

金 ホテルロイヤルオリオン ＊初受賞 

金 アートホテル石垣島 ＊初受賞 

銀 リザンシーパークホテル谷茶ベイ ＊16・17・18 年度受賞 

銀 サザンビーチホテル＆リゾート沖縄 ＊初受賞 

銀 ヒューイットリゾート那覇 ＊初受賞 

セールス賞 

（BEST PLANNING） 

金 ホテルモントレ沖縄 スパ＆リゾート ＊16・17・18 年度受賞 

金 沖縄かりゆしビーチリゾート・オーシャンスパ ＊16・17・18 年度受賞 

金 ホテルブリーズベイマリーナ ＊初受賞 

銀 南の美ら花 ホテル ミヤヒラ ＊19 年度受賞 

銀 オリエンタルホテル 沖縄リゾート＆スパ ＊14・17・19 年度受賞 

銀 ザ・ブセナテラス ＊19 年度受賞 

 

 


