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サホロリゾートホテル
営業期間｜2020年5月1日（予定）～11月3日
TEL.0156-64-7111　FAX.0156-64-6282
www.sahoro.co.jp

サホロリゾート　ベア・マウンテン
営業期間｜2020年5月1日（予定）～10月18日
TEL.0156-64-7007　FAX.0156-64-7224
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サホロカントリークラブ
営業期間｜2020年4月25日～11月3日
TEL.0156-64-6910　FAX.0156-64-5286
www.sahoro.co.jp/green/g_golf
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・サホロベア・マウンテン
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・tokachi_sahoro_resort_official



1

2020 Season Topicsトピックス

2020 Tokachi Sahoro Green

☆世界のクワガタ展（仮称） ☆イオンスパ「リフレ」サウナリニューアル

この夏、サホロに国内外からクワガタが大集合！！

普段見られない種類のクワガタと出会えるかも！？

ホテル大浴場「イオンスパリフレ」のサウナが

本格フィンランドサウナに！！　新しいサウナ

で気持ちの良い汗をかきませんか？期　間｜7月中旬～８月末
場　所｜サホロリゾートホテル　リゾートセンター
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ホテル  
営業期間：２０２０年５月１日（予定）～１１月３日
※最終日はランチのみの営業

2020 Tokachi Sahoro Green

くつろぎに満ちた大人のための上質なリゾートホテル
緑の森に囲まれて、ゆったりリラックス

GUEST ROOM
全165室（北館 64室・南館 101 室）

アメニティ
歯ブラシ・ボディーソープ・ハンドソープ・
シャンプー・コンディショナー・バスタオル＆
ハンドタオル・フェイスタオル・髭剃り・
シャワーキャップ・ヘアバンド・ヘアブラシ・
コットンセット・ドライヤー・パジャマ

※お子様用浴衣は 120cmのみご用意あります
チェックイン時にフロントへお申し付けください
（スリッパもあり）

チェックイン 15:00/ チェックアウト 10:00
コンフォートルーム
通常アメニティ＋Gilchrist&Somes Verde Collection（シャンプー・コンディショナー・
ボディソープ・ボディバター）、テンピュール枕、バスローブ、ハーブティーセット

ガーデンルーム
通常アメニティ＋Gilchrist&Somes Verde Collection（シャンプー・コンディショナー・
ボディソープ・ボディバター）、テンピュール枕、バスローブ、コットンスリッパ、
アロマディフューザー、ハーブティーセット

スタンダードツイン（26 ㎡）スタンダードツイン（26 ㎡）

デラックスツイン（30 ㎡）デラックスツイン（30 ㎡）

こだわりのお部屋にグレードアップ

2名様 1室
3名様 1室

一般料金 提供料金

3,850円
3,300円

3,300円
2,750円

2名様 1室

一般料金 提供料金

3,850円 3,300円全室禁煙

館内フリーWi-Fi
お部屋やレストランなど場所を問わずWi-Fi がご利用いただけます

※喫煙場所は正面玄関入口横・北館入口に灰皿をご用意しております

ウェルカムウォーターサービス
ご宿泊のお客様に黒松内の名水
（花森熊オリジナルラベル）を 1本サービス

お 1人様
追加料金

お 1人様
追加料金

宿泊・客室

※料金は全て税込となっております
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ホテル  

2020 Tokachi Sahoro Green

館内施設のご案内

場　所 /ホテル北館 1階／南館ロビー階
料　金 /洗濯機 1回 200 円　
　　　　乾燥機 30分 100 円
※洗剤（８０円）はホテルショップにて
　お買い求めください

イオンスパ「リフレ」

DOG-HOUSE コインランドリー

ホテルショップ

宿泊者無料　さらに、チェックアウト後も入浴無料！

予約制

場　所 /ホテル北館入口前
料　金 /小型ケージ×４　1泊 2,200 円
　　　　大型ケージ×２　1泊 2,750 円
※ホテルのお部屋内ではペットとのご同泊は出来ません
　（但し、盲導犬等の介助犬は除く）

※料金は全て税込となっております

●営業時間｜8:00 ～ 21:30
各種お土産品はもちろん、ここでしか買えない
サホロのオリジナルグッズも各種取り揃えています

・主浴槽
・ジェットバス
・露天風呂（麦飯石の湯）
・水風呂
・高温サウナ

営業時間 /6:00 ～ 8:00, 14:00 ～ 24:00
入浴料 /大人　1,000 円
　　　　子供　   700 円
※子供は４歳～小学生
※バスタオル・フェイスタオルレンタル込み

今シーズン、サウナリニューアル！！
浴場内のサウナが今シーズンから

本格的フィンランドサウナにリニューアル！
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ホテルならではの十勝の食材をふんだんに使用した、オリジナリティあふれる
フレンチレストラン。コースディナーは旬のお料理を月替わりでご用意

☆期間限定営業（７・８月　週末限定）
　営業時間｜２１：００～２３：３０（L.O.　２３：００）

２０１９年１２月より「居酒屋ほのか」を缶詰バーとして
リニューアルオープン。今シーズンより夏期も期間限定で営業いたします
暑い夏の夜、気軽にお酒を楽しめる缶詰バーをぜひご利用ください

※期間外でも団体様（１０名以上）のご予約を承っております
　詳細はお問い合わせください

ワイン祭り in サホロ

旬の地酒と肴を愉しむ会

「食の宝庫」北海道の食材を使った季節の会席御膳や、毎日調理人が手打ちする蕎麦などの
本格和食料理を、利酒師の選ぶ美味しい日本酒と共にお楽しみ下さい

食のイベント

１０月開催予定
※開催月は変更になる場合がございます

６月開催予定
※開催月は変更になる場合がございます

秋に開催されるサホロリゾート人気イベント「ワイン祭り」
普段、市場にはあまり出回らないワインを飲み比べ
気に入ったワインはその場で購入し持ち帰ることも可能
料理長も旬の食材を使用し、腕によりをかけて作った
ワインに合う料理をご用意
サホロならではの美味しいワインと旬なお料理のマリアージュを
存分にお愉しみいただけるイベントです

爽やかな初夏の風を感じられる季節に開催される日本酒のイベント
利酒師が厳選した美味しい日本酒や貴重な限定酒と
和食料理長が丹精込めて作ったお酒に合うお料理を愉しむことができます
道内外の酒蔵によるブース出店もあり、会場で味わったお酒を
その場でご購入することも可能

Canning Bar

缶
～CAN～

レストラン

2020 Tokachi Sahoro Green

選べるディナーレストラン
営業時間／１７：００～２１：３０　　ラストオーダー２１：００
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お米は食味ランキング特 A のななつぼし。北海道産の中札内鶏の
卵に新鮮な野菜、十勝平野で育った牛から搾った牛乳など、調理
スタッフが厳選した朝ごはんをご用意いたします

美味しいご飯と相性バツグンのおかずを自
由に丼に乗せて自分だけのオリジナル丼を
作る事ができます
海鮮はもちろん、お肉やカレー、天ぷらな
ど、バリエーション豊かな丼をお楽しみ下
さい

☆自分だけのオリジナル丼を

☆プレミアムブレックファースト

木の温もりと緑のある豊かな空間の中で香り高い珈琲を飲む贅沢

十勝産の乳製品をはじめとする北海道の食材を使ったランチや

スイーツを味わいながら、ゆったりとしたひとときを過ごすこと

ができるサホロのカフェ＆レストランです

※集客状況により、セットメニューになる日もございます

森に囲まれたサホロで過ごす
朝のひと時をワンランク上の朝食で
特別なものに

（要予約）

レストラン

2020 Tokachi Sahoro Green

花森熊カフェ＆レストラン 朝食
営業時間　　　１１：００～１６：００
ランチタイム　１１：３０～１４：００

☆北海道ビュッフェ（期間限定）

営業時間　　６：３０～９：３０
（L.O.　９：００）

蟹や厳選された道産素材を使用し、北海道の料理を中心に
和・洋各種メニューを取り揃えた花森熊のビュッフェです
GW・夏休み・SWの期間限定ビュッフェをお楽しみください
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ベア・マウンテン

2020 Tokachi Sahoro Green

「山の神」エゾヒグマが暮らす森
営業期間　５月１日（土）予定～１０月１８日（日）
営業時間　９：００～１６：００（最終入場　１５：２０）

EVENT

休園日｜不定休（詳細はHPをご確認ください）
概　要｜面積 15ha（東京ドーム約 3.2 個分）
　　　　遊歩道コース 全長 370m・高さ 5m
　　　　ベアウォッチングバスコース 全長 1.2km・1台定員 30名
　　　　所要時間 約 1時間
　　　　駐車場 無料（乗用車 600 台・大型バス 37台・障害者レーン３台）
※休園日は変更になる場合もございます。最新情報はHPをご覧ください
※団体利用の場合、事前予約にて休園日でも承ります

※子供は 4才～小学生まで、3才以下は無料
※シニアは 60才以上（年齢を証明できるものをお持ちください）
※10名様以上のご利用時には団体様専用ランチメニューからお選びいただけます（詳細は 11ページ）

入場料

一 般

団 体

1,870円

1,650円

大　人 子供・シニア 大　人 子供・シニア

1,320円

1,100円
2,970円

2,750円
2,420円

2,200円
通　常

バス付入場料

入場券×ランチ

2,750円
大　人 子供・シニア 大　人 子供・シニア

2,200円 3,300円 2,750円

バス付入場券×ランチ

Tel.  （0156）64-7007
Fax.（0156）64-7224

ベア・マウンテン

●ナイトツアー「ヒグマの森の夜散歩」
　夜のベア･マウンテン。ヒグマたちが寝静まった後の森の中を探検するツアープログラム
期間｜5月 2日～ 9月 26日（予定）
時間｜19 : 30 ～　所要約 1時間
　　　※但し、日没時間等の理由により開始時間が変更になる場合がございます
料金｜大人　3,300 円　子供･シニア　2,750 円（宿泊のお客様は 550円割引）
※事前予約制 (2 日前 17時まで )　定員２０名（最少催行人数 4名～）

●ジープツアー「オフロードアドベンチャー」
　通常営業後の森の中を飼育員の作業車両で巡るツアー
　オフロードを走る楽しさとガイドによるヒグマの解説をお楽しみください

●おやつチャレンジ
　季節にあわせてクマさんに大好きなニジマスやスイカなどをプレゼント♪
　ワイルドに魚を捕まえたり豪快に食べるクマさんの姿をご覧ください

期間｜5月 2日～ 9月 26日（予定）
時間｜17 : 30 ～　所要約 1時間
　　　※但し、ヒグマ収容等の通常営業終了業務の関係により開始時間が遅くなる場合がございます
料金｜1台　9,000 円（定員１～４名）（宿泊のお客様は 1,000 円割引）
※事前予約制 (2 日前 17時まで )　

期間｜GW・夏休み・SW（予定）
場所｜ベアポイント

○料金表

ベア×ランチパック
◎お得なセットもご用意しています

※ベア･マウンテン入場券
　　　＋選べるランチ（1,650 円相当）

■名称：加森観光株式会社　■事業所：サホロリゾート　ベア･マウンテン　■所在地：新得町字新内西 6線 158
■種別：展示　■登録番号：北海道第 120750006 号　■登録年月日：2007 年 5月 31日
■登録の有効期間の末日：2022 年 5月 31日　■動物取扱責任者：佐々木和好

羆に会いに森へ行こう
先住民族のアイヌがキムンカムイ（山の神）と崇めたヒグマたち
本物の森の中で過ごすその姿は動物園では見られない特別なもの

※料金は全て税込となっております
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アクティビティ サホロで遊ぶ

自然体験

ヒグマの森の夜散歩

くわがた見つけ隊

5/2～ 9/26
19:30 ～約 1時間

※１　予約は２日前の１７：００まで（予約先：ベア・マウンテン 0156-64-7007）

※１　受付後、所要時間が各１～２時間程度かかります。時期により受付終了時間が変更になる場合がございますので、ご予約時に確認ください

※４　7月２３日～２５日は１９：３０～開始となります
※３　記載料金は宿泊者優待となっております。外来料金は大人 3,300 円　子供 2,750 円となります

クラフト
乗馬

ブリティッシュ乗馬
引き馬

5/1 ～ 10/25
9:00 ～ 16:00

場所：ビレッジ 432
（ホテルから車で 10分）

※火曜日定休

前日 17時までの予約制　　【お問合せ・ご予約】リゾートセンター　Tel.0156-64-7111

約 5分 ￥1,000

￥1,100
1 面 1時間
￥1,650
1 面 1時間
￥1,100
1 台 1時間
30分 ￥500
1 時間 ￥1,000
入館料 ￥500
別途コートフィあり

スポーツプログラム
テニス（屋外コート）

テニス（アリーナ）

MTBレンタル

卓球

サホロアリーナ

ハ
イ
キ
ン
グ
コ
ー
ス

予

予

予

5/1 ～ 10/25
9:00 ～ 16:00
5/1 ～ 10/25
9:00 ～ 21:00
5/1 ～ 10/25
8:00 ～ 17:00

7/23 ～ 25・8/1・8/8 ～ 15
19:00 ～ 20:00

5/1 ～ 11/3
8:00 ～ 24:00
5/1 ～ 11/3
9:00 ～ 21:00

5/1 ～ 10/25
8:00 ～ 17:00
5/1 ～ 10/25
8:00 ～ 16:00
5/1 ～ 10/25
8:00 ～ 17:00
5/1 ～ 10/25
8:00 ～ 16:00
5/1 ～ 10/25
10:00 ～ 16:00
5/1 ～ 10/25
10:00 ～ 16:00

￥2,200 ～
物により変動あり

手びねり￥3,850
電動ろくろ￥5,500

大人￥1,100
小学生以下￥550

大人￥2,750
小学生以下￥2,200

リゾートセンター営業時間 ５・６・９・１０月　｜　８：００～１７：００
７・８月　　　　　　｜　８：００～１８：００

￥2,200
追加のガラス細工１ヶ￥350

￥2,200

￥2,200

￥1,100

キャンドル作り体験

マイ箸作り体験

風鈴作り

ウッドクロック作り
陶芸体験

焼き物絵付け教室

※火曜定休

※火曜
　定休

予予

予

※４

※２※１ ※３

※料金は全て税込となっております
※料金は本企画書制作時のものとなっております。時期により料金が変動する場合がございます

お散歩コース

狐の道

リスの道

鹿の道

熊の道

30分

45分

1時間

1.5 時間

15分 ￥3,300

￥5,500

￥8,250

￥9,900

￥16,500

予

2020 Tokachi Sahoro Green

NEW!!

NEW!!

※１

※１

※１

※１

※２　日没時間の関係上、時期により催行時間が変更になる場合がございます
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アクティビティ ウォータープログラム

2020 Tokachi Sahoro Green

※2

※1

※2

※3

※3

※3

※3

お手軽体験カヌー

カナディアンカヌー

早朝・たそがれカヌー

新内フィッシング

渓流釣りツアー

十勝川ラフティング

十勝川ラフティング＆カヌー

空知川ラフティング

キャニオニング

スプラッシュクルージング

予

予

予

予

予

予

予

予

5/1 ～ 10/25
10:00 ～ 15:00
5/30 ～ 10/25
9:00・14:00
7/1 ～ 8/31
6:00・17:30
5/30 ～ 10/25
8:00 ～ 17:00
5/25 ～ 10/14
9:00・14:00
5/1 ～ 10/25
8:20・13:20
5/1 ～ 10/25
9:30・13:30
5/1 ～ 10/25
8:20・12:50
6/ 中～ 9/ 中
8:50・13:05
5/23 ～ 10/25
9:30・13:30

30 分￥1,100

￥3,850

￥2,750

￥2,200

大人 ￥4,400 -
小学生 ￥3,300 -
大人 ￥5,500 -
小学生 ￥3,900 -
大人 ￥6,000 -
小学生 ￥4,900 -
大人 ￥6,600
小学生 ￥4,400
大人 ￥6,000
小学生 ￥5,000
大人 ￥5,700 -
小学生 ￥4,700 -

※1. 10 月は 13:20→12:20 に変更　※2. 7 ～ 9月は 9:30→8:30 に変更
※3. 時期により料金が変動する場合がございます。詳細は予約時にご確認ください

２つの川から選べるラフティング
【十勝川】
シーズン通して水量が多く、川幅が広いの
で様々なライン取りが楽しめる
   
【空知川】
川の流れが比較的早いコース。原生林の中
を進むので、綺麗な風景も楽しめる

予 前日 17時までの予約制　【お問い合わせ・ご予約】リゾートセンター　Tel.0156-64-7111
※料金は全て税込となっております
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サホロカントリークラブ ゴルフ

2020 Tokachi Sahoro Green
※料金は全て税込となっております

狩勝峠の裾野に広がる雄大な 18ホールの林間コース。高低差が少なく、クラ
ブハウスを中心に、アウト・インの両コースが放射状に展開。
気の抜けない高原の風向き、自然林が配された絶妙のアンジュレーション。
サホロならではのダイナミックな自然を感じながらプレーをお楽しみください。
●コ ー ス ｜全長 6,928 ヤード ,18 ホール , パー 72
●料　　金｜平日 7,880 円・土日祝 13,380 円
●練 習 場 ｜ドライビングレンジ 10打席 アプローチグリーン 練習用バンカー

　　　　　

コース紹介

フェアウェイは左から右に傾斜。フェアウェイ左側

ぎりぎり狙いで球は中央に。グリーンは左から右に

極端に流れる。左手前から攻める

3 番ホール
フェアウェイ左側に 4本の白樺の大木。

1打目は右狙い。グリーンは奥に速い。

7 番ホール
距離もたっぷりあり、2打目から右ドッグのやや下

り、花道は両側バンカーで狭い。

グリーンは縦長で受けており左奥から右手前に速い。

17 番ホール

サホロカントリークラブは、池や小川を数多く配置し
道内でも有数のハザードの多いコースレイアウトです。

営業期間｜4月 25日（土）～ 11月 3日（火・祝）
営業時間｜8:00 ～
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アクセス サホロを拠点に楽しむ北海道

自動車で

JRで 最寄駅「JR新得駅」

昨年、十勝を舞台に撮影されたドラマ「なつぞら」実際に撮影で使用された
ロケセットの一部がこの春、ホテルから車で 2分のの狩勝高原園地に移設
されます。ドラマの思い出がつまったロケセットを見に行きましょう

2020 Tokachi Sahoro Green

北海道ガーデン街道 8施設
　 上野ファーム（旭川市）129km, 約 2時間 20分
　 風のガーデン（富良野市）68km, 約 1時間 10分
 　十勝千年の森（清水町）32km. 約 35 分
　 真鍋庭園（帯広市）67km, 約 1時間
　 十勝ヒルズ（幕別町）74km, 約 1時間 10分
　 紫竹ガーデン（帯広市）67km, 約 1時間 10分
　 六花の森（中札内村）84km, 約 1時間 20分
　 大雪森のガーデン（上川町）167km, 約 3時間

1

2

3

4

5

6

7

8

50ｋｍ

150ｋｍ

IC
新千歳空港

帯広

1

2

3 5

7

札幌小樽

登別

阿寒

釧路

網走
旭
川

富良野

IC

道東自動車道

とかち
帯広空港

4

6

十
勝
清
水

ト
マ
ム

当ホテルは北海道ガーデン街道のオフィシャルホテルです

ふらのワイン工場（60分）、ファーム富田（80分）、美瑛青い池
（100 分）、あさひかわラーメン村（130 分）、旭山動物園（130 分）

然別湖（50分）、ばんえい十勝（60分）、柳月スイートピア・ガー
デン（60分）、ナイタイ高原牧場（80分）、丹頂鶴自然公園（180 分）
千歳アウトレットモール・レラ（120 分）、札幌市時計台（160 分）、
サッポロビール博物館（160 分）、小樽オルゴール堂（200 分）

富良野・旭川方面

帯広・十勝・釧路方面

札幌・小樽方面

8
旭川空港

札幌市
旭川市
帯広市
釧路市

新千歳空港
旭川空港

とかち帯広空港
釧路空港

公開期間
4月 29日～ 11月末（予定）

●新得駅⇔サホロリゾート　無料送迎バス

札幌・帯広・釧路から乗換不要（新千歳空港は南千歳で乗換）
特急列車「とかち」「おおぞら」全て停車

宿泊者限定の送迎バスを運行しております
（要予約　前日 18時迄）

166km
127km
52km
172km
130km
111km
77km
169km

約 2時間 40分
約 2時間 15分
約 1時間
約 2時間 30分
約 1時間 40分
約 2時間
約 1時間 20分
約 2時間

◎高速道路をご利用の場合

十勝清水 IC（帯広・釧路方面）
トマム IC（札幌方面） からそれぞれ車で 30分

＜道東自動車道＞

「なつぞら」ロケセット
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団体様専用ランチ

1,650円
洋食コース

☆10名様からご予約可能
☆1,650円コースはベアMt「ベア×ランチパック」と併せてご利用いただけます

和食コース

2,750円

3,850円

1,650円

2,750円

3,850円

・十勝 SPF ポークステーキ塩麹仕立て
　　　　　　　　　　　　　　温野菜添え
・本日のスープ
・サラダ
・パン or ライス
・コーヒー

・季節の造り２種盛り
・百合根と海鮮の茶碗蒸し
・海老と野菜の 3種の天麩羅
・焼き鮭とイクラのミニ親子丼
・新得手打ちセイロ蕎麦
・コーヒー

・季節の造り３種盛り
・道産帆立と十勝野菜の貝焼き
・海鮮茶碗蒸し　蟹あん掛け
・大海老と旬の野菜の天麩羅盛り
・ミニ海鮮バラチラシ
　又は十勝かみこみ豚のミニ豚丼
・新得手打ち椀子蕎麦
・コーヒー

・季節の小鉢　・季節の造り３種盛り
・海鮮と田舎鶏の朴葉焼き
・生湯葉と季節の揚げ出し　蟹あん掛け
・小茶碗蒸し
・大海老天麩羅と鮟鱇の唐揚げ
・焼き鮭とイクラのミニ親子丼
・蟹の鉄砲汁
・季節の果物　・コーヒー

・旬野菜と新鮮魚介のマリネ盛り合わせ
・本日のスープ
・道内産柔らかビーフカツレツ
　　　　　　デミグラスソース添え
・サラダ
・パン or ライス
・アイスクリーム
・コーヒー

・新得共働学舎のチーズと新鮮魚介のマリネ
・本日のスープ
・牛フィレ肉のストロガノフ仕立て
　　　　　　　　　　　　　パスタ添え
・サラダ
・パン or ライス
・ホテル特製デザート
・コーヒー

2020 Tokachi Sahoro Green

・上記料金はすべて消費税込となります　・営業時間｜11:30 ～ 14:00　・メニュー内容は季節により変更する場合がございます。予めご了承ください
・ご予約の取消には、規定の取消料を頂戴いたします（当日の人員減は 100％）　・前日の 17:00 までに最終確定人数を必ずご連絡ください
・添乗員様、バス乗務員様には同一メニューを半額にてご用意いたします
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