
家族にやさしいリゾート

 (約2,000台収容)

駐車場
無料

札幌駅より
車で
約30分  詳しくはウェブをご覧ください

JR札幌駅北口より
無料シャトルバス

運行中
※上記の内容につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、
　内容・時間等の変更または中止の場合もございますので、ご来館前に当ホテル
　のホームページでご確認いただけますようお願い申し上げます。

パスポート会員様募集中！
入会金
事務手数料0円！自分に合ったコースで「フィットネス

」「プール」「温泉」が通い放題！

月会費8,500円
時間10：00～21：00

その他、ご都合に合わせたコースを
ご用意しております。詳しくはお問い

合わせください！TEL.011-773-33
11

シニア※65歳以上の方限定月会費12,000円
時間10：00～21：00

(税込)

(税込)

レギュラー※16歳以上

ものづくり体験
夏の思い出をカタチに残そう！ ホテルロビーでものづくり体験を開催！

蓮ワーク韓国の手染めの韓紙を使い
ランプを作ります。

7/16（土）～7/18（月・祝）・7/27（水）～8/1（月）・8/3（水）～8/6（土）期間
9：00～16：00（最終受付）時間
1,400円～ ※小学1年生以上、数量限定料金

ペーパーフラワーアート色鮮やかな ペーパーフラワーで、
ブレスレットやカチューシャを作ります♪

7/28（木）～8/19（金）※水曜日除く期間
10：00～16：00（最終受付）※7/28のみ12：30～時間
500円～料金

デザインカッターでイラストや文字を
削り、オリジナルサンダルを作ろう！サンダルアート

7/30（土）～8/16（火）※水曜日除く期間
10：00～16：00（最終受付）時間
3,000円料金 サイズ 19～25cm数量限定

制作時間 約30分

制作時間 約15分

制作時間 約60分

ジェルキャンドル作り
ふるふるスノードーム作り
幻想的なジェルキャンドルやスノードームを作ります。

8/6（土）～8/18（木）期間
11：00～17：30（最終受付）時間
ジェルキャンドル1,600円～、ふるふるスノードーム2,100円～料金

制作時間 各約15分 ※ジェルキャンドルは
乾燥にプラス約60分

写真たて作り
7/30（土）～8/4（木）期間
9：00～16：00（最終受付）時間
800円料金

ソープカービング 石鹸を削って、夏にぴったりな
ソープアートを作ります♪

7/28（木）～8/18（木）※水曜日除く期間
10：00～16：00（最終受付）※7/28のみ12：30～時間
2,000円～料金

制作時間 約30分

星 に 願 いを

ホテルロビーに飾られた笹竹に、
願い事を書いた短冊を飾ろう！
あなたの願いが本当に叶うかも！？

期間 8/1（月）～8/7（日）   場所 ホテルロビー

入場
無料

■登録番号 札保動セ登録第720号　■事業所名称 ノースサファリサッポロどこ
でも動物園　■氏名又は名称 有限会社サクセス観光 代表取締役 星野 和生
■種別 展示　■有効期限の末日2023年8月7日■動物取扱い責任者 星野 和生

エサやり
100円

ポニー
乗馬体験
（小学生以下）
300円

動物
ふれあい＆
写真撮影
500円

有料体験
メニュー

七夕イベント

夏休み

移動動物園

3年
ぶりに

ホテル中庭に
あの動物たちがやってくる！

期間 8/6（土）～8/15（月）
時間 9：００～15：00　場所 ホテル中庭

※悪天候時は中止となる場合がございます。
※動物の体調などにより、変更になる場合がございます。

ポニー、フクロウ、ヤギ、アヒル、ウサギ、
モルモット、大型ヘビ、小型ヘビ、リクガメ、
爬虫類、昆虫、ハリネズミ、お楽しみ動物 など

※悪天候時は中止となる場合がございます。
※動物の体調などにより、変更になる場合がございます。

ポニー、フクロウ、ヤギ、アヒル、ウサギ、
モルモット、大型ヘビ、小型ヘビ、リクガメ、
爬虫類、昆虫、ハリネズミ、お楽しみ動物 など

展示動物

入場制限の有無や
混雑状況をツイッターで
お知らせいたします。

大変恐れ入りますが
を行わせていただく場合がございます

入場制限

7/23（土）～8/21（日）
期間限定OPEN！

屋外ジャンボプール

屋外バナナプールは
8/6（土）～8/16（火）の期間OPEN！

ウォーター
スライダー
乗り放題

※身長120cm以上

500円

洋食ランチビュッフェ＋
プール＋温泉がセットになった

お得な「エンジョイパック」もございます！ 
詳しくはウェブをご覧ください。

プール＆温泉1日コース
利用料込み
※他コース有り

テントサウナ
＜事前予約制＞

90分4,000円～

おかげさまで20周年！

夏のおでかけは、夏のおでかけは、

日帰りぞーと日帰りぞーと
ガトキンへ！ガトキンへ！ 中学生以上

65歳以上（要証明書）

小学生・・・・・・
3歳～未就学
2歳以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（平日）2,500円/（土日祝）2,800円
（平日）2,400円/（土日祝）2,700円

（平日・土日祝共に）1,000円
（平日・土日祝共に）300円

無料

中学生以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
65歳以上（要証明書）・・・・・・・・・・・・・・・・
小学生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
3歳～未就学・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2歳以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
タオルセット付き（2歳以下のタオルは別途200円）

3,100円
3,000円
1,200円
300円
無料

7/23（土）～8/5（金）・
8/17（水）～8/21（日）の各期間の料金

中学生以上

65歳以上（要証明書）

小学生・・・・・・
3歳～未就学
2歳以下・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（平日）2,000円/（土日祝）2,300円
（平日）1,900円/（土日祝）2,200円

（平日・土日祝共に）1,000円
（平日・土日祝共に）300円

無料

～7/22（金）まで、
8/22（月）以降の料金

8/6（土）～8/16（火）の期間の料金

プール＆温泉1日コース料金

営業時間
プール

10：00～21：00
（最終入場20:30）

温泉
10：00～23：00
（最終入場22:30）

※期間によって料金が異なります。

ホテルロビーでくじ引きと射的を
開催！

20周年

20周年記念インスタグラム
キャンペーン
応募期間 7/1（金）～8/31（水）

素敵な写真を投稿してくれた方の中から抽選で
「ガトーキングダム サッポロ宿泊券」や
「プール＆温泉ご招待券」などをプレゼント！

応 募 方 法
ホテル公式インスタグラムアカウント
@gateauxkingdom_officialをフォロー
過去にガトキン内で撮影されたお写真に「＃ガトキン20周年」
「＃ガトキンの思い出」の2つのハッシュタグをつけて投稿

Step1

Step2

おかげさまでこの夏ガトーキングダム サッポロは20周年を
迎えました！この20年間、ガトーキングダムで撮影された皆様の
思い出写真を募集いたします！

#ガトキン
　20周年
#ガトキン
　20周年

#ガトキンの思い出

制作時間 約20分

貝殻やポプリを使って、
オリジナルの写真たてを作ろう！

ちびっこ縁日
7/16（土）～7/18（月・祝）
各日10：00～16：00
ホテルロビー
各200円

日程
時間
場所
料金



期間 土日祝・8/6（土）～8/15（月）の期間は毎日開催
時間 11：30～14：30（最終入場14：00）
料金 中学生以上2,000円、65歳以上（要証明書）1,800円、
　　 小学生1,000円、3歳～未就学600円、2歳以下無料

ホテル1F レストラン ヴィーニュ TEL.011-773-2799

ご法要内覧会開催
入場無料

日程 2022年7月24日（日）
時間 10：00～15：00

開催内容
・祭壇の展示
・ご法要引き物展示
・各お料理ポスター展示

※ご法要について疑問やご相談のある方は、
　この機会に是非足をお運びください。

お問い合わせ 宴会オフィスTEL.011-773-2629

期間 7/1（金）～8/29（月）

キャンペーンをご利用の方限定特典
ヘッドマッサージ通常1,500円→1,000円

完全ご予約制（火曜・水曜定休）
営業時間 9：00～18：00（最終受付17：30）
ご予約・お問い合わせ
エステティックサロン シャトレーゼ TEL.011-773-2219

土日祝＆お盆
期間限定

洋食ランチビュッフェ

家族にやさしいリゾート

 (約2,000台収容)

駐車場
無料

札幌駅より
車で
約30分  詳しくはウェブをご覧ください

JR札幌駅北口より
無料シャトルバス

運行中
※上記の内容につきましては、新型コロナウイルス感染拡大の状況によっては、
　内容・時間等の変更または中止の場合もございますので、ご来館前に当ホテル
　のホームページでご確認いただけますようお願い申し上げます。

20周年エステキャンペーン フェイシャルまたはボディ
60分・80分各コースが

60分コース 9,000円→7,000円
フェイシャル（顔・首）またはボディ（脚・背中）

80分コース 12,000円→10,000円
フェイシャル（顔・首・デコルテ）またはボディ（全身）
キャンペーン期間中は何度でもご利用いただけます。

※要予約

500円
引き

実演メニューのロコモコ丼やガーリックシュリンプなど
人気の「ハワイアンフェア」が復活！

ガーリックシュリンプ

フリフリチキン

実演メニュー ロコモコ丼

おすすめメニュー 冷やし中華

ドリンクバー付！

期間 7/23（土）～8/21（日）
時間 17：00～21：00（最終入場20：30）
料金 大人5,000円、小学生2,000円、
　　 3歳～未就学600円、2歳以下無料
※その他の期間はメニューや料金が変更になります。

ホテル1F レストラン ヴィーニュ TEL.011-773-2799

夏祭りディナービュッフェ
夏を楽しむディナービュッフェを開催！

人気の定番中華がずらりと並ぶ
期間限定の中華ランチビュッフェでお腹いっぱいに！

ドリンクバー付！

期間 7/16（土）～8/21（日）の期間の土日祝・8/6（土）～8/15（月）の期間は毎日開催
時間 17：00～21：00（最終入場20：30）
料金 大人3,500円、小学生1,500円、3歳～未就学600円、2歳以下無料

おかわり大歓迎！ 夏の中華ディナーはビュッフェスタイルで！

中華ランチビュッフェ

中華ディナービュッフェ

期間限定

期間 8/21までの土日祝・8/6（土）～8/15（月）の期間は毎日開催
時間 11：30～14：30（最終入場14：00）
料金 中学生以上1,950円、65歳以上（要証明書）1,750円、
       小学生1,000円、3歳～未就学600円、2歳以下無料

ホテルB1F 中国レストラン 香満樓 TEL.011-773-2729

いろいろな
アレンジも
楽しめる！

実演メニューは「ローストビーフ」「海鮮浜焼き」、その他ボイル蟹やお寿司など夏休みだけのスペシャルメニューです！
お子様にはお祭り気分を楽しめるメニューを多数ご用意！
小学生以下のお子様には手持ち花火のプレゼントもあるよ！

ALOHA～！

baby

お子様の月齢に合わせた
ベビーフードをおひとつサービス！

キッズカトラリー完備
だから安心！

テーブルの横に
ベビーベッドをご用意！

小さなお子様連れでも
安心なサービス 授乳室やおむつ替えシート

設置場所あり！

2,000円引き！


