交通のご案内
JR帯広駅隣接・南口
札幌からJR特急で約2時間30分、車で約3時間
とかち帯広空港から車で約30分
※空港連絡バスがホテル前より発着

雄大に広がる十勝平野。
北海道ならではの美しい自然に恵まれた緑の大地。

ACCESS
Adjacent to the Obihiro Station (south exit)
150 minutes by express train from JR Sapporo Station
180 minutes by car from Sapporo
30 minutes by car from Tokachi Obihiro Airport
※The bus spot of the Airport Limousine is located in front of the hotel.

ホテル日航ノースランド帯広は、
十勝圏の玄関口JR帯広駅に隣接した絶好のロケーションに
大地のリゾートのくつろぎ感を演出した
「やすらぎと感動」のホテル。
とかち帯広を代表するにふさわしい交流拠点として、
きめ細やかなおもてなしの心で皆様をお迎えいたします。

ご予約・お問い合わせ

Information & Reservations
ニッコー ニッコーハロー

宿泊予約

TEL.

ブライダル予約

TEL.

0155-25-2586
0155-25-2200

オークラ ニッコー ホテルズ 予約センター（日本語・英語）
Hotel Nikko Northland Obihiro
is in the naturally beautiful Tokachi Plain of Hokkaido.
It is perfect hotel for business, travel,
and cultural exchange, which is close to JR Obihiro Station,
the entrance to Tokachi District.
It is a comfortable place for your relaxing fully.
As a new interchange place at Obihiro,
the hotel looks forward to your visiting.

Okura Nikko Hotels Reservation Center（Japanese/English）

0120-00-3741

03-6402-3377

tokyocro@okura-nikko.co.jp
9：30〜18：00 JST
※年末年始を除きます

※Except year-end and New Year holidays

https://www.okura-nikko.com/

〒080-0012 帯広市西2条南13丁目1番地

Minami 13-1, Nishi2, Obihiro, Hokkaido, 080-0012
TEL. 0155-24-1234
（代表）FAX. 0155-28-3553
https://www.jrhotels.co.jp/obihiro/
2020/5

道東の旅の拠点 ― とかちリゾートステーション
さらなるやすらぎと感動を。

スーペリアツイン

Superior Twin

レストラン「J」 Restaurant Ｊ

GUEST R O O M S
「北欧の住まい」をテーマにした171の客室は、明るい木製の家具と
ビビッドな色調のテキスタイルをアクセントにしたくつろぎの空間。
全室で高速インターネット回線及びWiFiを無料でご利用いただけます。
また、全室に上質な眠りをお約束するシモンズ社のポケットコイル
ベッドを使用、快適な滞在をご提供いたします。
The hotel oﬀers a total of 171 guest rooms with Northern European
Style as the theme. Free high-speed internet access is available in
all guest rooms.

RESTAURANTS&BAR
豊かな自然に恵まれた十勝は、食材の宝庫としても知られています。
地元十勝の食材を活かした彩り豊かな朝食とランチを提供するレスト
ラン「J」、静かな語らいの時を広げるラウンジ「オーロラ」。
「味覚発信」をコンセプトに、十勝ならではの美味しさをお届けする
レストラン＆バーで豊かなひとときをお過ごしください。
Surrounded by rich nature, Tokachi region is famous as a source of
foodstuﬀs. The hotel has restaurants and a bar lounge to serve delectable
foods from naturally beautiful Tokachi plain of Hokkaido.

大宴会場「ノースランドホール」 Banquet Room

BANQUET ROOMS

WEDDING
Only One Wedding ―たったひとつのウエディング
優しい自然光が降り注ぐチャペル、映画のワンシーンのようなドラマ
ティックな空間、ご自宅にゲストをお招きするホームパーティーのよ
うな邸宅風の空間、心をこめたおもてなしとお料理。
おふたりらしさを大切に、自由にコーディネートしていただけるよう
多彩なプランをご用意しています。

The largest banquet room in Tokachi area with modern facilities, and
5 banquet rooms of varying size are provided for various events such
as parties, conferences, and exhibitions.

We provide a variety of banquet space for wedding with delicious
dishes and beautiful table coordination. Our attentive services are
guaranteed to make your wedding special.

ディナー

Round-table style
大宴会場「ノースランドホール」
Banquet Room Northland Hall

中宴会場「フィオーレ」 Banquet Room Fiore

Lunch image

チャペル「グローリア」 Chapel Gloria

十勝圏最大規模の大宴会場「ノースランドホール」をはじめ、ホテル
内の邸宅をテーマに、バーカウンターやラウンジを備えた中宴会場
「フィオーレ」など、ビジネスからプライベートまでさまざまなニーズ
にお応えする大小5つの宴会場。「感動創造」をコンセプトに、心をこ
めたおもてなしでお迎えいたします。

朝食
Breakfast image
ランチ

Northland Hall

スーペリアダブル Superior Double

ブッフェ

Buﬀet style

シアター

Theater style

中宴会場「しらかば」
Banquet Room Shirakaba
ラウンジ「オーロラ」
Lounge Aurora
スイート

Suite

夕食

Dinner image

和宴会場「丹頂」 Banquet Room TANCHO

