おトクに泊まって遊んで発信して新得町を応援

新得町民&北海道民限定

宿泊一人1泊・体験一人1回につき

新得町民

※宿泊は5泊まで利用できます。

北海道民

最大

最大

6,000円 5,000円
期間

割引

2020 年

8月1日（土）〜2021年 3 月31日（水）
※31日チェックアウト分まで

※各施設限度額に達し次第
終了いたします。

トク割
知っとは？
最大

その利用料金の一部を新得町が最大半額助成します。一人1泊・1回の助成上限は、町民最大6,000円、道民最大5,000円。
さらに各施設での特典もご用意しました。おトクに泊まって遊んで、新得町で楽しい時間をお過ごしください。
助成額＝利用料金ー利用料金の半額

6,000

例1 金額13,000円の場合

Twitter、Instagram、Facebookなどの
SNSに「#知っトク新得」
「#知っトク割」の
2つのタグを付けて投稿してください。

新得町民及び北海道民が、町内宿泊施設や体験型観光施設、スポーツアクティビティを利用する場合に、

宿泊一人1泊・体験一人1回につき

新得町民

泊まって遊んで
感想や写真を
SNSで発信してね!

円
割引

▶助成分6,000円、お客様負担7,000円
例 2 金額8,000円の場合
▶助成分4,000円、お客様負担4,000円
例 3 金額1,500円の場合
▶助成分700円、お客様負担800円

北海道民

最大

5,000

※100円未満は切り捨て

円
割引

利用可能施設

町内の15の宿泊施設と16の
体験観光施設で利用できます。

適用条件

●利用した感想や体験談をSNS等で発信していただく
か、各施 設に設 置しているアンケート用 紙を必ずご
記入ください。
●新得町に在住している方、北海道に在住している方
●宿泊は5泊まで（5泊6日まで）利用できます。※長期労働者適用外

例1 金額13,000円の場合

▶助成分5,000円、お客様負担8,000円

例 2 金額8,000円の場合

▶助成分4,000円、お客様負担4,000円

例 3 金額1,500円の場合

▶助成分700円、お客様負担800円

新得町観光協会（新得町役場産業課内）

〒081-8501 北海道上川郡新得町3条南4丁目26番地

申し込み方法

詳しくは裏面へ

●各施設に直接ご予約をお願い致します。
●ご利用日当日、各施設に備え付けの申請書に記入の
上、町民及び道民である証明書を提示いただきます。
※どうみん割や他の割引等の併用はできません。

TEL.0156-64-0522

www.shintoku-town.net/
いらっしゃいしんとく

「知っトク割」
は15の宿泊施設と16の体験観光施設が対象!
宿泊施設

宮城屋旅館

民宿

新得町本通北1丁目4
TEL：0156-64-5714

新得町1条南1丁目14
TEL：0156-64-5058
https://www.miyagiyainn.com

新得町5条南1丁目16
TEL：0156-64-5800
http://sahoro-house.com/

町営温泉入浴半額券

サホロハウス

宿屋café

5

ARUKU

お宿

新得町5条南3丁目12
TEL：0156-64-5668
特典

ソフトドリンク1杯サービス

4

ペットボトル
ドリンク1本サービス

たけ

新得町字上佐幌西2線37-29
TEL：0156-64-7566
http://oyado-take.com

ペットボトル（茶又は水）

特典

新得旅館

特典

3

特典

2

特典

1

オロナミンC1本サービス

7

8

9

ALL SEASON RESORT

ヨークシャーファーム

さんたり

オソウシ温泉 鹿乃湯荘

新得町字上佐幌西3線16
TEL.0156-64-5837
https://shintoku-wabi.co.jp

新得町字新得基線115-7
TEL.0156-64-4948
http://www.york.co.jp/

湯宿くったり温泉
レイク・イン

新得町字屈足幸町1丁目42
TEL.0156-67-7469
https://www.san-tari.com/

新得町字屈足オソウシ鹿ノ沢330
TEL.0156-65-3338
http://osoushi.foodsnet.net/

十勝新得温泉「和火（わび）」

山の交流館

12

とむら

乗馬

乗馬

ヴィレッジ
432

新得町字新内西5線148-5
TEL.0156-64-7111
https://sahoro.co.jp

ラフティング エアボート 等

ラフティング ワカサギ釣り

SUP（オーガニック サーフ）

そば打ち体験

新得町字屈足539-21
TEL.0156-65-2727
http://www.tac-go-go.com/

新得町字屈足基線240
TEL.0156-65-2411
http://www11.plala.
or.jp/tom555/
体験写真（CDデータ）
プレゼント

※サホロ湖、
くったり湖等
各湖駐車場他で集合
TEL.080-6070-7206
https://organicsurf.localinfo.jp/

TACとかち
十勝アウトドアメイツ オーガニックサーフ
アドベンチャークラブ （TOM）
（Organic Surf）

ベリー狩り

チーズ作り（8〜11月） バター作り（8〜12月）

鉄道体験

予約不要

nicoro trek
TEL.090-7440-2447
https://nicorotrek.com/

新得町字新得基線115-7
TEL.0156-64-4948
http://www.york.co.jp/
ポストカード2枚
（羊の絵入り）

BE Wild
新得町字新得基線103
（北新得）
TEL.0156-64-5200
http://www.bewild.info
絵はがき1枚プレゼント

新得町字屈足トムラウシ81
TEL.0156-65-2900
http://dreamhill.
tomuraushi.jp/
鹿皮のしおり1枚
プレゼント

観光施設入園

予約不要

サホロリゾート

ベア・マウンテン

新得町字新内西5線148-5
TEL.0156-64-7007
http://bear-mt.jp/
肉球スマホクリーナー
プレゼント

16

マウンテンバイク

予約不要

旧狩勝ダウンヒル

新得町字新内６５１
TEL.０１５６-６４-０５２２

※営業日/8月1・2・8・9・10・
15・16・22・23日の9日間
※営業時間/10：00〜15：00
特典

経口補水液1本プレゼント

羊毛クラフト体験

ヨークシャー
ファーム

特典

特典

特典

新得町字新内637-1
旧新内駅
TEL.080-1882-3434
http://ecotorocco.jp/
新得文化遺産カード
１枚プレゼント

登山ガイド

15

鹿角ストラップ ティッシュケース 工場見学

特典

新得町字新得9-1
TEL.0156-69-5600
https://www.
kyodogakusha.org/
売店商品10%割引
（工芸品・本除く）

12

ドリームヒル・
トムラウシ

特典

新得町字トムラウシ
TEL.090-8305-0825
毎週日曜日10：00〜15：00
※9月頃まで
ブルーベリー小カップ
1つサービス

11

ステンドグラス作り

特典

新得町屈足東2線43
TEL.0156-69-6200
http://hirafarm.web.
fc2.com/
オリジナルタオル
1枚プレゼント

特典

共働学舎新得農場

特典

裕蜂の里

特典

ひら農園

体験中の写真プレゼント

新得そばの館
新得町字新得基線102
0156-64-5888
http://shintokusoba.
com/html/page4.html
トッピングメニュー
全て半額
特典

じゃがいも収穫体験

10

特典

体験写真1枚プレゼント

9

狩勝高原
エコトロッコ鉄道

コーヒー1杯サービス

6

8

14

新得町屈足南町20
0156-65-3664
http://drumkan1992.music.
coocan.jp/

5

7

13

ドラム館

4

特典

コーヒー1杯サービス

スロウinn楓

3

特典

ソフトドリンク（Aメニュー）
1杯サービス

新得町新内651
TEL.090-1645-3424
http://www.sahoro.jp/
特典

特典

新得町字新得北新得98
TEL.0156-64-4320
http://village432.com/

ウエスタンビレッジ
サホロ

のんびり宿

新得町字上佐幌西1線38-8
TEL.0156-64-4888
https://slowinnfu2008.
business.site/
夕食時
ソフトドリンク1杯サービス

サホロオリジナルグッズ
1個プレゼント

夕食時
ソフトドリンク1杯サービス

15

特典

2

14

特典

東大雪荘オリジナル熊よけ鈴
1つプレゼント

日本酒、カプチーノ、いちごミルク
いずれか1杯サービス

サホロリゾートホテル

特典

体験観光施設

1

新得町字屈足トムラウシ
TEL.0156-65-3021
http://www.tomuraushionsen.com/
特典

特典

新得町字屈足トムラウシ337
TEL.0156-65-2000
https://kamuimintara2000.
amebaownd.com/
宿泊者全員に
牛乳プリン1個サービス

1泊2食付きのお客様に
ソフトクリーム1本サービス

13

トムラウシ温泉
国民宿舎 東大雪荘

特典

11

ポストカード2枚（羊の絵入り）

特典

特典

特典

夕食時デザート1品サービス

新得町字屈足808-1
TEL.0156-65-2141
https://www.lakeinn.jp

10

特典

6

新得のペットボトル水
「雫、巡る」1本プレゼント

新得町の観光情報は
www.shintoku-town.net/
いらっしゃいしんとく

※各施設へ必ず事前にご予約をお願い致します。
（体験観光施設12・13・16は予約不要ですが、休業の場合がございますので、事前にご確認ください。）

