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森のスパリゾート 北海道ホテル

権丈 俊宏
⼀級建築⼠

写真：じゃらん

4.52
森のスパリゾート 北海道ホテル

北海道帯広市⻄7条南19丁⽬1番地 [ 地図で確認 ]

「森のスパリゾート 北海道ホテル」(北海道帯広市)は、緑豊かな森に囲まれた都会のオアシス。温
泉・⾷事・客室・接客…全てがハイセンスな名⾨ホテルです。宿泊プランも選択肢が多く、どれを選
ぶか迷ってしまう程！ 

 ⼤切な⼈を連れて⾏きたい…そんな「森のスパリゾート 北海道ホテル」の多彩な魅⼒を、徹底解説し
ます。
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湯・⾷・泊…すべて完璧！「森のスパリゾート 北海道ホ
テル」の魅⼒
更新⽇：2018/05/16 14:40

シェア ツイート はてブ おすすめ

詳細・クチコミ

その他 ⾷事なし
ツインルーム 2名1室 20,513円

その他 朝⾷あり
スタンダード ツインルーム 禁煙 2名1室 12,400円

シングル 朝⾷あり
お得な連泊ビジネスプラン〜清掃不要で嬉しい特典付！ 1名1室 6,800円

770件 の宿泊プランを⾒る
⼤⼿宿泊サイト20社+ホテル公式プランからまとめて検索・⽐較しよう！

900円〜
北海道のホテル

26,800円〜

森のスパリゾート 北海道
ホテルの宿泊付ツアー

3,316円〜

札幌／新千歳空港⾏の航空
券

旅⾏ガイドを検索！

スポット名・キーワードなど

トラベルジェイピーで⼀緒に働きません
か？

おすすめ

2名1室 最安値

1名1室 最安値

旅⾏ガイドトップ

国内スポットガイド

国内ホテルガイド

海外スポットガイド

海外ホテルガイド

ランキング

ハウツー

まとめ

トラベルジェイピー 旅⾏ガイドとは

ナビゲーター⼀覧

メルマガ 困った時は Google Cloud Platform

国内旅⾏⽐較 ツアー 航空券 ホテル 国内特集 海外旅⾏⽐較 ツアー 航空券 ホテル 海外特集 旅⾏ガイド
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魅⼒その１：緑に囲まれた環境と気品溢れる館内

「森のスパリゾート 北海道ホテル」(以下、北海道ホテルと略します)は、100年以上の歴史を
持ち、道内を代表する温泉付きホテル。帯広市の中⼼部にありながらも、⼩⿃がさえずる広⼤
な森に囲まれています。

  
現在は鉄筋のホテルに改築されていますが、外装はタイルでなく、全て⼗勝産のレンガ積み。
まるでヨーロッパの別荘地に招かれたような重厚感ある雰囲気に魅了されます。

エントランスに⼊ると、⼀段と格調⾼き雰囲気！ 広々した吹抜に窓が⼤きく取られ、緑豊かな
中庭が⾒渡せます。独⾃の気品とセンスを感じさせますが、同時に北海道ならではの雄⼤さも
感じさせる空間です。

Power Push! 旅⾏ガイド

次の旅⾏の計画に！フォトジェニッ
なスポット11選

沖縄の外せないスポットぜ〜んぶ⾏
モデルコース

2泊3⽇で⾏ける癒しのリゾート

６⽉におすすめ！さくらんぼ狩りな
バスツアー

外国語は覚えなくてもOK？63⾔語
対応した翻訳機

外国旅⾏気分が味わえるホテルBes
10

梅⾬の⽇本を脱出しよう！6⽉にお
すめの海外旅⾏先

プロが厳選！沖縄のリゾートホテル

⼈気旅⾏ガイドランキング
5⽉16⽇(⽔)にアクセスが多かったガイド記事

関連旅⾏・観光ガイドも⼀緒にチェック！

⾃然とこだわりの⼗勝
⽜を堪能！⼗勝のカフ
ェ「COWCOW
Village」

by ミセス 和

写真：権丈 俊宏 地図を⾒る

写真：権丈 俊宏 地図を⾒る
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関空からハワイまで直⾏便のある
LCC2社を徹底⽐較！どちらがお得

by トラベルジェイピー編

1

やりなおし神社 ⼤阪「姫嶋神社」
は"やりなおし"の神様がいる！

by 東郷 カ

2

伊丹空港(⼤阪空港)がリニューアル
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by 東郷 カ

3

コスパ最強！沖縄・恩納村「リザン
ーパークホテル⾕茶ベイ」

by 中島

4

マジであるのかこんな道？北海道絶
ドライブロード 5選

by ⾵祭

5
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あわせて読みたい！関連旅⾏ガイド
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こちらは、エントランス横にあるチャペルです。挙式が⾏われていない時は⾃由に⾒学でき、
写真撮影も可能。幾重にも連なるレンガ造りのアーチが美しく、その神聖な雰囲気は、⼤変フ
ォトジェニックです。

  
またここでは、「ラブプロポーズプラン」という企画もあります。レストランとウエディング
のスタッフが連携し、プロポーズのお⼿伝いをさせて頂くといった内容。チャペルを貸し切
り、神聖な雰囲気の中で、“愛の誓い”が出来ちゃいます。カップルに是⾮おすすめです！

魅⼒その２：多彩なニーズに対応したラグジュアリーな客室

「北海道ホテル」の客室は、中庭の森の情景を楽しめる「ガーデンウイング」、そして⽇⾼⼭
脈の雄⼤な景⾊を望める「⽇⾼ウイング」の２つに⼤きく分かれています。

  
上の写真は、ガーデンウイングにある“モダンダブル”。2015年にリニューアルされた部屋で

「勝毎vs道新⼗勝川」
どっちを⾒る？帯広
2⼤花⽕⼤会徹底⽐較

by 野村 みの

⾷料⾃給率1200％！
⼗勝「いただきますカ
ンパニー」絶景畑体験
は⾃由研究にもおすす
め

by ろぼた

エゾリスと朝⾷!?「森
のスパリゾート 北海
ホテル」のクラシカル
な魅⼒

by ろぼた

⾷＆温泉で⼗勝を体
感！北海道帯広「⼗勝
ガーデンズホテル」

by 野村 みの

読めば北海道が⼀気に分かる！今すぐチェック！

富良野で⺠泊しよう
Airbnbで予約できる
すすめ8選

函館のおすすめホテル
８選 函館の魅⼒をま
すます満喫！

函館1泊2⽇モデルコ
ス 海の幸・街歩き
夜景を⼤満喫！

写真：権丈 俊宏 地図を⾒る

提供元：森のスパリゾート 北海道ホテル
https://www.hokkaidohotel.co.jp/

地図を⾒る

北海道の記事をもっと⾒

あわせて読みたい！
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⾛りの進化と実⽤燃費の向上を追
求
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阪府 | ..
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楽天調査No.1の⼦供⾝⻑サプリ！
[PR] 株式会社Fo

⽬⿊・たこ薬師成就院「信じて願
えば何でも治る」ご利益と話題 |
東京都 ..

⼤宮 つ

北海道のおすすめスポットまとめ
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す。畳敷きの床にゆったりサイズのダブルのベッドを配し、モダンな雰囲気を演出していま
す。

こちらもガーデンウイングにあり、“フォレストスパツイン”と呼ばれる客室です(2015年改装
済み)。モール温泉の露天⾵呂付のシックな部屋で、北海道ホテルの上級客室です。

こちらは、⽇⾼ウイングにある“スーペリアツイン”。⽊の温もりと⽩い壁を基調とし、明るさ
と開放感を感じさせる客室です。

  
他にも⼀⼈泊⽤のリーズナブルな客室なども有り、⼈数や旅の⽬的に応じて多彩なプランが選
択できます。

函館で⺠泊しよう！
Airbnbで予約できる
すすめ7選

函館観光の決定版！専
⾨家オススメ「魅⼒い
っぱい」スポット30

異国情緒あふれる⼩樽
でほっこりステイ！お
すすめホテル5選

⼩樽で⺠泊しよう！
Airbnbで予約できる
すすめ7選

全部⾏きたい！ ⼩樽
ロマンチックデートス
ポット10選

必⾒！⼩樽で楽しむ街
歩き観光・おすすめス
ポット10選

⼩樽観光の楽しみ⽅ 
⾨家お勧めの観光スポ
ットとグルメ30選

- PR -

提供元：森のスパリゾート 北海道ホテル
https://www.hokkaidohotel.co.jp/

地図を⾒る

写真：権丈 俊宏 地図を⾒る

まとめをもっと⾒
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魅⼒その３：⼗勝の⾷材にこだわった絶品ディナー

「北海道ホテル」では、⾷事も楽しみの⼀つ。和⾷・洋⾷共にメニュー豊富で、いずれも定評
ありますが、ここでは定番とも⾔える洋⾷ディナーをご紹介します。

  
料理は、客の⾷べるペースを⾒計らいながら、⼀品⼀品丁寧に運ばれてきます。スープは⼗勝
産の⽩とうもろこしを使⽤したクリームスープ。素材の旨みがしっかり感じ取れる上品な味わ
いです。

  
パンはおかわり⾃由。全て⼗勝産⼩⻨「キタノカオリ」を使⽤しており、その他バターや⽜乳
なども⼗勝産です。カリッとした表⾯にフワフワした中⾝が絶妙の⾷感！ 焼きたてならではの
⾹ばしさも⾷欲を誘います。

メインは、⼗勝産若⽜のフィレ⾁ステーキ。若⽜ならではのしなやかな⻭ごたえで、フィレ⾁
の旨みが⼝の中にジュワっと広がります。⾚ワインを使⽤した⾃家製ソースとの相性も抜群！
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写真：権丈 俊宏 地図を⾒る

写真：権丈 俊宏 地図を⾒る

この記事に関するお問い合わせ
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⾷後のデザートも、⼀切抜かりがありません。オシャレで可愛らしい盛り付けが印象的で、
SNSに投稿したくなるようなスイーツです！

  
※ディナーは、季節ごとに料理内容が変わります。

魅⼒その４：源泉かけ流し！湯の⾹りが魅⼒のモール温泉

⼗勝地⽅は、古くからモール温泉のメッカとしても知られています。モール温泉とは、植物起
源の有機質を含んだ温泉のこと。うっすらと⾊づき、ヒノキの様な清々しい⾹りに特徴がある
泉質です。

  
北海道ホテルでは、モール温泉を源泉かけ流しで提供。滑らかな肌触りも魅⼒的で、余分な⽪
脂を落とし、“美⼈の湯”の効果も期待できます。

  

写真：権丈 俊宏 地図を⾒る

提供元：森のスパリゾート 北海道ホテル
https://www.hokkaidohotel.co.jp/

地図を⾒る
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写真：じゃらん

4.52
森のスパリゾート 北海道ホテル

北海道帯広市⻄7条南19丁⽬1番地 [ 地図で確認 ]

温泉の泉質にこだわる⽅には、写真⼿前にあるジャグジーがおすすめ。ジャグジーによる湯の
撹拌で、モール温泉特有の湯の⾹りが強調され、泉質の良さをより⼀層実感できます。

魅⼒その５：随所に感じられる“おもてなしの⼼”

「北海道ホテル」では、ゲスト⽬線の丁寧な接客も特筆すべき点。それはチェックインの時点
から、すでに感じ取れます。

  
通常、ホテルの受付カウンターは、⽴って応対することが多いもの。しかし北海道ホテルでは
テーブルが低く、座って応対します。客とフロントが落ち着いて同じ⽬線に⽴つため、客のニ
ーズを理解し合い、より快適な滞在へとつながります。

  
決してマニュアル⼀辺倒ではない接客。「北海道ホテル」へ訪れたら、随所に感じられる“おも
てなしの⼼”も、是⾮感じてみて下さい。

「北海道ホテル」は多彩なニーズに対応した万⼈向けのホテル

この様に「森のスパリゾート 北海道ホテル」は、佇まい・客室・⾷事・温泉・おもてなし…あ
らゆる点で死⾓のないパーフェクトなホテルと⾔えます。

  
全てがセンス抜群ですので、特に温泉好きの⼥性にピッタリの宿！ しかし多彩なニーズにも柔
軟に対応していますので、⽼若男⼥問わず、幅広い客層におすすめできます。⼤切な⼈を連れ
て是⾮、素敵な時間をお過ごし下さい。

写真：権丈 俊宏 地図を⾒る

詳細・クチコミ

その他 ⾷事なし
ツインルーム 2名1室 20,513円

その他 朝⾷あり
スタンダード ツインルーム 禁煙 2名1室 12,400円

おすすめ

2名1室 最安値
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http://hotel.jp/link/entrance?ref_type=3&overwrite=0&adv_cd=tr004&disc=e29e1bc6e690a41b44144bcb2ffca8abfbdbcdd5&target=http%3A%2F%2Fclick.hotel.jp%2Flink%2Fsend%2Freserve%2F17973%2Famoma%2F430344%253A%253A%253A%253A%253A%253A88ae05fe2ad7657aceb64552938c9544%253A%253A%253A%3Fchks%3Dbe05ced%26heads%3D2%26rooms%3D1%26stay_date_y%3D-1%26term%3D1
http://hotel.jp/link/entrance?ref_type=3&overwrite=0&adv_cd=tr004&disc=37b5f3d9e78a8ebd0653b46f7f14a712b4567d52&target=http%3A%2F%2Fclick.hotel.jp%2Flink%2Fsend%2Freserve%2F17973%2Fbookingcom%2F395469%253A%253A%253A39546908%253A%253A%253A1_0_0%253A%253A%253A%3Fchks%3Dbe05ced%26heads%3D2%26rooms%3D1%26stay_date_y%3D-1%26term%3D1
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検索

富良野で⺠泊しよう！Airbnbで予
約できるおすすめ8選

函館のおすすめホテル８選 函館の
魅⼒をますます満喫！

函館1泊2⽇モデルコース 海の
幸・街歩き・夜景を⼤満喫！

⾃然とこだわりの⼗勝⽜を堪能！⼗
勝のカフェ「COWCOW Village」

「勝毎vs道新⼗勝川」どっちを⾒
る？帯広・2⼤花⽕⼤会徹底⽐較

⾷料⾃給率1200％！⼗勝「いただ
きますカンパニー」絶景畑体験は⾃
由研究にもおすすめ

この記事の関連MEMO

「森のスパリゾート 北海道ホテル」公式サイト

掲載内容は執筆時点のものです。 2018/05/02－2018/05/03 訪問
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あわせて読みたい！関連旅⾏ガイド

あわせて読みたい！

シングル 朝⾷あり
お得な連泊ビジネスプラン〜清掃不要で嬉しい特典付！ 1名1室 6,800円

770件 の宿泊プランを⾒る
⼤⼿宿泊サイト20社+ホテル公式プランからまとめて検索・⽐較しよう！

ツアー

ホテル

航空券
2018/05/未定

選択して下さい ■北海道
トラベルジェイピーで

 国内ツアーを⽐較！

シェア ツイート はてブ おすすめ あとで読む

⼈気記事をもっと⾒る
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⾛りの進化と実⽤燃費の向
上を追求

[PR] MAZDA

⼗勝川温泉の新拠点「ガー
デンスパ ⼗勝川温泉」の
楽しみ⽅！ | 北海道 |..

ミセス 和⼦

憧れの北海道ガーデン街道
巡り ⼼を優しく包む「⼗
勝千年の森」 | 北海..

エゾリスと朝⾷!?「森のス
パリゾート 北海道ホテ
ル」のクラシカルな魅⼒ ..

ろぼたん

神すぎ！43歳美⼈⼥医の
若返り術で、40歳が⾒た
⽬20代に

[PR] Emilie

⼗勝・帯広のオススメ観光
スポット5選!!ドライブに
最適♪ | 北海道 | ト..

帆村 由花

20代に間違えられてしま
う47歳の美肌ケアが⽬か
らウロコ

[PR] mignon

「⽑⽳やば…」と思った
ら…薬学博⼠監修の神アイ
テムが凄い

[PR] my hit cosme

検索

条件を指定して検索

森のスパリゾート 北海道ホテルの旅⾏プランを検索

北海道へ⾏く旅⾏プランを検索

このスポットに⾏きたい！と思ったらトラベルジェイピーでまとめて検索！旅⾏プランをさがそう！

ホテル宿泊プラン最安値 13,600円〜 交通⼿段付きパックツアー 26,800円〜

ホテル宿泊プラン最安値 900円〜

札幌／新千歳空港⾏の格安航空券 3,316円〜

お得な格安パックツアー 9,400円〜 レジャー・体験プラン 価格をチェック

北海道のレストラン予約（※⼀休.comに遷移します）

旅の⾵景の格安ツアーを
検索

9,200円〜

庭園・公園の格安ツアー
を検索

9,000円〜

教会の格安ツアーを検索
12,100円〜

温泉旅⾏の格安ツアーを
検索

7,100円〜

⼥⼦旅の格安ツアーを検
索

10,300円〜

ツアー

ホテル

航空券
2018/05/未定

選択して下さい ■北海道
トラベルジェイピーで

 国内ツアーを⽐較！

ABOUT トラベルジェイピー 旅⾏ガイドとは FOLLOW US
 トラベルジェイピーをフォローして最新記事をチェッ
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トラベルジェイピー 旅⾏ガイドは、現地の様々な観光・地域・⽂化・アクティビティに詳しい専⾨家＝「ナビゲータ
ー」が集まる旅⾏ガイドメディア。ナビゲーターが「旅⾏先としてオススメしたい」各スポットを直接取材し、寄稿して
います。

 「旅⾏に⾏きたいけど、どこに⾏ったら良いのか分からない」「⾃分の知らないような旅先に⾏ってみたい」そんな⼈た
ちの悩みを解決し、もっと⾃由で、もっと楽しい旅を伝えたい。旅が好きな全ての⼈に、旅先の新たな魅⼒を発掘・発信
していきます。
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