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道経連通信 臨時号49

◆

道経連 より

道経連アマビエ・プロジェクトからのお知らせ Vol.３
当会では、「本道経済界の皆さまと助け合い、この難局を乗り切るために今できることをやる」という強い
思いから、事務局内に新型コロナウイルス対策チーム『道経連アマビエ・プロジェクト・チーム』を立ち上
げ、第１弾「道産食品サイトの紹介」、第２弾「会員企業間の雇用マッチング」などを行ってまいりました。
今回、プロジェクト第3弾のご案内をさせていただきます。
緊急事態制限等に伴う移動自粛により、道内観光産業は大きな打撃を受けており、宿泊施設においても長期
の休業等、影響が広まっています。今回、道内外への移動自粛要請も解除されたことから、旅行による経済復
興活動として、「道内旅行による当会会員ホテル・旅館の積極的なご利用」を会員企業・団体の皆さまにお願
いしたく、ご案内させていただきます。
6月28日正午（予定）から道民限定で道内旅行代金が最大半額になる『どうみん割』の受付も開始されます
ので、ぜひ道内旅行にお出かけください。

「そろそろ行くか。今こそ道内旅行！」
別添のチラシを会員企業・団体で働く皆さまにご周知いただければ幸いです。
●問い合わせ先●
北海道経済連合会 地域政策グループ 田原
TEL：011-221-6115
E-Mail：amabie@dokeiren.gr.jp

【道経連通信 臨時号49】(1)

道内でのお出かけの際は、「新北海道スタイル

」をはじめとした安心・安全に

向けた取り組みを積極的に実践する道経連会員ホテル・旅館をぜひご利用ください。
・荒井建設グループ
・カラカミ観光グループ
・グランビスタ ホテル＆リゾート
グループ
・京王プラザホテル札幌
・札幌東急ホテルズグループ

・札幌ビューホテル大通公園
・札幌プリンスホテル
・JR北海道ホテルズグループ
・知床グランドホテルグループ
・センチュリーロイヤルホテル
グループ

・鶴雅ホールディングスグループ
・十勝毎日新聞社グループ
・ホテル大雪グループ
・ホテルオークラ札幌
・萬世閣ホテルズグループ

道経連アマビエ・プロジェクトからのお知らせ

Vol. 3

今回第３弾としまして、現下の状況を踏まえ「道内旅行による当会会員ホテル・旅館の
積極的なご利用」を会員企業の皆さまにお願いしたく、ご案内させていただきます。
6月28日正午（予定）から道民限定で道内旅行代金が最大半額になる『どうみん割』の
受付も開始されますので、ぜひ道内旅行にお出かけください。
道経連会員ホテル・旅館（道内所在）
エリア

ホテル

ホームページ

営業状況

あかん湖 鶴雅ウイングス

https://www.tsurugawings.com/

営業中

阿寒の森 鶴雅リゾート 花ゆう香

https://www.hanayuuka.com/

営業中

あかん鶴雅別荘 鄙の座

https://www.hinanoza.com/

営業中

あかん遊久の里 鶴雅

https://www.tsuruga.com/

営業中

鶴雅レイク阿寒ロッジ トゥラノ

https://www.akan-turano.com/

営業中

ニュー阿寒ホテル

https://www.newakanhotel.co.jp/

営業中

北天の丘 あばしり湖 鶴雅リゾート

https://www.hokutennooka.com/

営業中

JRイン帯広

https://www.jr-inn.jp/obihiro/

7/1(水)営業再開予定

ホテル日航ノースランド帯広

https://www.jrhotels.co.jp/obihiro/

営業中

森のスパリゾート 北海道ホテル

https://www.hokkaidohotel.co.jp/

営業中

十勝川温泉 第一ホテル 豊洲亭・豆陽亭

https://www.daiichihotel.com/

営業中

十勝川温泉 三余庵

http://www.sanyoan.com/

営業中

屈斜路湖

屈斜路湖 鶴雅オーベルジュ SoRa

https://www.auberge-sora.com/

営業中

サロマ湖

サロマ湖 鶴雅リゾート

https://www.s-tsuruga.com/

営業中

ＫＩＫＩ知床 ナチュラルリゾート

https://www.kikishiretoko.co.jp/

7/23(木)営業再開予定

北こぶし 知床 ホテル＆リゾート

https://www.shiretoko.co.jp/

営業中

知床 夕陽のあたる家 ONSEN HOSTEL

https://www.yuuhinoataruie.com/

8/1(土)営業再開予定

釧路センチュリーキャッスルホテル

http://www.castlehotel.jp

営業中

JRイン旭川

https://www.jr-inn.jp/asahikawa/

営業中

ホテル クレッセント 旭川

https://www.hotel-cr.com/

営業中

9C HOTEL旭川

https://araihotels.jp/

7/1(水)営業再開予定

ホテル大雪

https://www.hotel-taisetsu.com/

営業中

層雲閣グランドホテル

http://www.sounkaku.co.jp/

6/30(火)まで金・土・日のみ営業, 7/1(水)全面営業再開予定

京王プラザホテル札幌

https://www.keioplaza-sapporo.co.jp/

営業中（一部レストラン休業）

札幌 エクセルホテル東急

https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-e/index.html

7/1(水)営業再開予定

札幌グランドホテル

https://grand1934.com/

営業中

札幌 東急REIホテル

https://www.tokyuhotels.co.jp/sapporo-r/index.html

営業中

札幌パークホテル

http://www.park1964.com/

営業中（一部営業形態・営業時間変更あり）

札幌ビューホテル 大通公園

https://www.viewhotels.co.jp/sapporo/

7/1(水)営業再開予定

札幌プリンスホテル

https://www.princehotels.co.jp/sapporo/

7/1(水)営業再開予定（予約承り中）

ホテルオークラ札幌

https://www.sapporo-hotelokura.co.jp/

営業中

JRイン札幌（札幌駅西）

https://www.jr-inn.jp/sapporo/

7/1(水)営業再開予定

JRイン札幌駅南口

https://www.jr-inn.jp/sapporominami/

営業中

JRタワーホテル日航札幌

https://www.jrhotels.co.jp/tower/

6/25(木)営業再開予定

センチュリーロイヤルホテル

http://www.cr-hotel.com

営業中

しこつ湖 鶴雅別荘 碧の座

https://www.aonoza.com/

営業中

しこつ湖 鶴雅リゾートスパ 水の謌

https://www.mizunouta.com/

営業中

定山渓温泉 鶴雅リゾートスパ 森の謌

https://www.morino-uta.com/

営業中

定山渓ビューホテル

https://www.jozankeiview.com/

営業中

定山渓万世閣ホテルミリオーネ

https://www.milione.jp/

営業中

JRイン千歳

https://www.jr-inn.jp/chitose/

営業中

https://www.konosumika.com/

営業中

洞爺湖万世閣ホテルレイクサイドテラス

https://www.toyamanseikaku.jp/

営業中

洞爺サンパレス リゾート＆スパ

https://www.toyasunpalace.co.jp/

営業中

ニセコ昆布温泉 鶴雅別荘 杢の抄

https://www.mokunosho.com/

営業中

登別万世閣

https://www.noboribetsu-manseikaku.jp/

営業中

ホテルゆもと登別

http://yumoto-noboribetu.com/

営業中

函館大沼 鶴雅リゾート エプイ

https://www.onuma-epuy.com/

営業中

JRイン函館

https://www.jr-inn.jp/hakodate/

営業中

センチュリーマリーナ函館

http://www.centurymarina.com/

営業中

阿寒湖温泉

網走湖
帯広市内
道東
十勝川温泉

知床
釧路市内
旭川市内
道北
層雲峡

札幌市内

道央
支笏湖温泉

定山渓温泉
千歳市内

ザ・レイクスイート
洞爺湖温泉
ニセコ
登別温泉
大沼
道南

詳細は各施設に直接お問い合わせください。

函館市内

湖の栖

道内旅行商品割引（どうみん割）
対象者

：道民

対象商品：道内旅行
割引額

：最大半額（上限1万円）

詳しくは…

どうみん割
※ 6月28日正午に特設ページ開設予定

実施時期：7月1日旅行分より（6月28日正午受付開始予定）
[問合せ先] 地域政策G 田原（℡011-221-6115）E-Mail：amabie@dokeiren.gr.jp

