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RISONARE Tomamu
リゾナーレトマム

To Shimukappu & Sapporo
至 占冠・札幌

To Ochiai & Obihiro
至 落合・帯広

Tomamu I.C.
トマムI.C.

UNKAI Terrace 雲海テラス

UNKAI Gondola 雲海ゴンドラ

Buffet Dining “hal”
ビュッフェダイニング「hal」(ハル)

Mina-Mina Beach
ミナミナビーチ

Kirin-no Yu
木林(きりん)の湯

Tower Express
タワーエキスプレス

NIPO Chair
ニポチェア

Adventure Mountain
アドベンチャー
マウンテン

Tomamu Express
トマムエキスプレス

Adventure Mountain
アドベンチャーマウンテン

Romance Chair
ロマンスチェア

Terrace of Frost Tree 霧氷テラス

Ice Village
アイスヴィレッジ

GAO Outdoor Center
GAOアウトドアセンター

NIPO Town
ニポタウン

JRトマム駅

Club Med Tomamu Hokkaido
クラブメッド北海道トマム

P

P

hotalu street
ホタルストリート

JR Tomamu Sta.

Field Map
The total area of Tomamu is 1,000ha (2471 acres).
Here there are a myriad of exciting ways to enjoy every season.
Welcome to Hokkaido's finest destination resort.

トマムの敷地面積1,000ha
そこは、春夏秋冬それぞれの魅力を存分に楽しませてくれる
北海道最大級の滞在型リゾートです。

WHITE SEASON
GREEN SEASON

The Skywalk
スカイ

ウォーク

フィールドマップ

Tomamu The Tower
トマム ザ・タワー

Forest Restaurant
"Nininupuri"
森のレストラン

「ニニヌプリ」

Village Alpha
ヴィレッジアルファ

Chapel on the Water
水の教会

Resort Center
リゾートセンター



Living Room
リビング

Shower
シャワー

Bedroom
寝室

Whirlpool bath
展望ジェットバスSauna

サウナ

シャワー

サウナ

Living Room

Whirlpool bath

Shower

Master Bedroom

Second Bedroom

Sauna

主寝室

副寝室

リビング

展望ジェットバス

RISONARE Tomamu
Every room in our hotel is a suite of 100 ㎡ or more and has 
a whirlpool bath and a sauna.

Suite Twin Room

Suite Quadruple Room

Suite Twin Room
スイートツインルーム

Suite Quadruple Room

Books & CafeA whirlpool bath

リゾナーレトマム

全 室 10 0㎡以 上 、展 望ジェットバス・サウナ付のオールスイート のホテルで す 。

スイートツインルーム スイートフォースルーム

展望ジェットバス ブックス アンド カフェ

スイートフォースルーム



Living Room

Bathtub

リビング

バスルーム

Living Room

Bathtub
バスルーム

Bathtub
バスルーム

リビング

Living Room

Bathtub
バスルーム

Bathtub

Luggage Storage Space
荷置きスペース

リビング

バスルーム

Living Room
リビング

Bathtub
バスルーム

Tomamu The Tower

These two 36 floor towers are Tomamu landmarks.

Standard Quad RoomStandard Twin Room

Family Quad RoomFamily Twin Room

3 6 階 建 て 、2 棟 の 超 高 層タワーが そびえ 立 つ 、トマムの ランドマークで す 。

トマム ザ・タワー

ファミリーフォースルームファミリーツインルーム

スタンダードツインルーム スタンダードフォースルーム



Restaurants & Cafes Enjoy the blessings of nature by partaking of seasonal ingredients cultivated 
in the great north of Japan.

レストラン & カフェ
北 の 大 地 で 育 ま れ た 、旬 の 食 材 で 大 自 然 の恵み をお 楽しみくだ さい 。

Wagyu & Seafood shabu shabu dining “SORA”

Buffet Dining “hal”

Restaurant “Platinum” Bakery & Meat Restaurant “Paysage”

cafe&bar “tukino” Ramen “AFURI”

Soup Curry “GARAKU”
～ Tomamu's forest ～

Party Deli  
“Green Package”

“Farm Designs” Steak
“CAMARO STEAK DINER”

Italian 
“ALTEZZA TOMAMU”

Forest Restaurant “Nininupuri”

hotalu street

ホタルストリート

OTTO SETTE TOMAMU
*Depending on the season and available ingredients, the menu could be changed.

Bowl House “Eni”

ボウル&ロールハウス "Eni" 窯焼きステーキ&鉄板ハンバーグ　

“カマロ・ステーキダイナー”

スープカレー “GAR A KU"

cafe&bar “つきの" らーめん “AFU RI" 北海道レストラン 

“アルテッツァ・トマム"

パーティデリ“グリーンパッケージ”

ファームデザインズ 

ホタルストリート店

森のレストラン “ニニヌプリ"

レストラン “プラチナム" ベーカリー＆ミートレストラン “Paysa ge" ペイサージュ 和牛＆海鮮しゃぶしゃぶ “SOR A" －天空－

ビュッフェダイニング “hal" -ハル‐
*季節により料理の内容が異なります。



Mina-Mina Beach & Relaxation

Have a great time with the whole family at the largest indoor wave 
pool in Japan.

Kirin-no Yu
Relax in the outdoor bath as you take in the beauty of each season.

Spa SOLANI TOMAMU
The name "SOLANI" means "sun", "sky", "heaven and paradise".

AN SPA TOMAMU
The  "heart of hospitality" has been important to Japanese since 
ancient times.

La Celebisu
Enjoy a massage with relaxing and healing scents.

ミナミナビーチ&リラクゼーション

日 本 最 大 級 の インドア  ウエーブ プール は  家 族 全 員 が 楽し め る  空 間 で す 。

木林の湯 

季節の表情が楽しめる、開放感あふれる露天風呂です。

ラ・セレヴィス庵 スパ トマムスパ ソラニ トマム

癒しの香りとオールハンドによるマッサージです。古来より日本人が大切にしてきた「おもてなし」のこころ。「SOLANI」は「太陽」「空」「天国、楽園」という意味を持たせた名前です。



Ski Area
29 incredible courses!
From beginners to experienced skiers, everyone will find the 
right course to enjoy the incredible quality of the snow!

Snowmobile tours

Back-country tours

Terrace of Frost Tree Snowshoe Hiking

Banana boat rides NIPO Town (kids' slope) Adventure Mountain

Ski Area 

スキー場

充 実 の 全２9コース 。
初 級 者 から上 級 者まで 、最 高 の 雪 質 をお 楽しみ いた だ けます 。

ニポタウン（キッズゲレンデ） アドベンチャーマウンテン

スノーモービルで行く雪上ツーリング

バックカントリーツアー スキー場

霧氷テラス スノーシューハイク　

バナナボート







KAI Izumo

KAI Kaga

HOSHINOYA Tokyo 
OMO5 Tokyo Otsuka

KAI Hakone
KAI Atami
RISONARE Atami
KAI Ito
KAI Anjin
HOSHINOYA Fuji
KAI Sengokuhara

HOSHINOYA Kyoto
L'Hotel de Hiei

KAI Aso

KAI Enshu

OMO7 Asahikawa

●

RISONARE Tomamu
Tomamu The Tower

KAI Tsugaru

HOSHINOYA Taketomi Island
Iriomote Hotel
RISONARE Kohamajima
 (open April 2020)

HOSHINOYA Okinawa
 (open May 2020)

Aomoriya
Oirase Keiryu Hotel

KAI Kawaji
KAI Kinugawa
KAI Nikko

BEB5 Tsuchiura (open March 2020)

HOSHINOYA Karuizawa
Karuizawa Hotel Bleston Court
KAI Alps
KAI Matsumoto
RISONARE Yatsugatake
BEB5 Karuizawa

Bandaisan Onsen Hotel

RISONARE Nasu

KAI Nagato
 (planned opening March 2020)

To m a m u ,  S h i m u k a p p u  V i l l a g e ,  Y u f u t s u  D i s t r i c t ,  H o k k a i d o 　  +81(0)167-58-1111
https://www.snowtomamu.jp    yoyaku@slowtomamu.co.jp

Hoshino Resorts TOMAMU

Located almost directly in the center of 
Hokkaido, Hoshino Resorts TOMAMU is a 
destination resort conveniently accessible 
from any one of three airports, New 
Chitose, Obihiro, or Asahikawa. This makes 
it a perfect base for traveling around 
Hokkaido and taking in all of the popular 
sightseeing areas. With a wide variety of 
activities in every season, prepare for an 
outdoor adventure full of surprising 
discoveries, or bring your children along 
and introduce them to amazing new 
experiences. With so many exciting things 
to do, one day at Hoshino Resorts TOMAMU 
is never enough!

Outside Japan

・Tomamu The Tower
・Aomoriya

・Oirase Keiryu Hotel
・Bandaisan Onsen Hotel

・L'Hotel de Hiei
・Karuizawa Hotel Bleston Court

・Iriomote Hotel

Bali,  Indonesia
・HOSHINOYA Bali
Guguan, Taichung, Taiwan
・HOSHINOYA Guguan

Other Unique Lodgings

https://www.hoshinoresorts.com

・OMO7 Asahikawa
・OMO5 Tokyo Otsuka

・HOSHINOYA 
  Karuizawa
・HOSHINOYA Kyoto
・HOSHINOYA 
  Taketomi Island

・HOSHINOYA Fuji
・HOSHINOYA Bali
・HOSHINOYA Tokyo
・HOSHINOYA Guguan
・HOSHINOYA Okinawa
   (open May 2020)

HOSHINOYA

・KAI Tsugaru
・KAI Kawaji
・KAI Kinugawa
・KAI Nikko
・KAI Hakone
・KAI Sengokuhara
・KAI Atami
・KAI Anjin

・KAI Ito
・KAI Enshu
・KAI Alps
・KAI Matsumoto
・KAI Kaga
・KAI Izumo
・KAI Nagato
   (planned opening March 2020)
・KAI Aso

・RISONARE Yatsugatake
・RISONARE Atami
・RISONARE Tomamu
・RISONARE Nasu
・RISONARE Kohamajima 
    (open April 2020)

Immerse yourself in the extraordinary
at these Japanese luxury hotels

KAI
Discover each area's unique charm

Comfortable yet luxurious hot spring resorts
Western-style resorts with a sophisticated design

and a multitude of available activities

OMO
Discover local gems and engage your tourist

senses with experiences like no other.

BEB

・BEB5 Karuizawa
・BEB5 Tsuchiura
  (open March 2020)

Kicked-back stays with the crew 

RISONARE
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