
Club Med Hokkaido Tomamu
Japan

your holistic
wellness workplace

クラブメッド 北海道 トマム

写真提供 星野リゾート　トマム
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インセンティブ旅行、
社員旅行なら
クラブメッド 北海道 トマムへ
世界70ヶ所にリゾートを運営するクラブメッドはインセンティブ旅行のパイオニア。
壮大なロケーションにあるオールインクルーシブリゾートはフレンドリーでイン
ターナショナルな空間。クラブメッドでしかできないユニークな体験を通して、
人と人との繋がりが再発見できる場所です。

帯広空港より車で約75分　新千歳空港より車で約90分　JRトマム駅より車で約5分

ミーティングやイベントに合わせてカスタマイズ可能

お食事、お飲物はすべてオールインクルーシブ

スポーツとアクティビティー、エンターテイメントショー

写真提供 星野リゾート　トマム



写真提供 星野リゾート　トマム
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お好みのルームタイプをお選びいただけます。

クラブメッドのリゾートでは、夜のイベントも
オールインクルーシブでお楽しみいただけます。 
ライブミュージック、ショーやパーティー。
チームで、忘れられない思い出を作りましょう！

ご希望に沿ってイベントを企画し、
計画段階からクラブメッドでのご滞在まで
スムーズに進むようにサポートします。

美味しい地元の料理やインターナショナルな料理で
チームの士気を上げましょう。 
昼食、夕食事のワイン、ビール、バーでの各種アルコール、
ソフトドリンクもオールインクルーシブです。

楽しい思い出作りに、チームでさまざまなスポーツや
レジャー・アクティビティーを楽しみましょう。

it’s simple, and 
it’s all taken care of!

クラブメッドのオールインクルーシブのシステムで、特別なイベントをお楽しみください。
ご予算内で、ストレスのないイベントを企画できます。
チームの皆様のための宿泊、お食事、開放的なバー、スポーツ、
アクティビティー、エンターテイメント。
クラブメッドが長年培ったノウハウを生かし、スムーズな運営をお手伝いします。

シンプルに、
すべておまかせ！

宿泊設備

イベント・パーティー

さまざまなニーズに合わせて企画

お食事とお飲み物

スポーツ・アクティビティー
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北海道

にぎやかなバーで語らいを楽しんだり、
ソファーでゆっくりくつろいだり。
北海道の夜の楽しみ方はさまざまです。



写真提供 星野リゾート　トマム
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ミナミナビーチ/日本最大級のウェイブプール横３０メートル、
縦は約８０メートルの日本最大級の波のプールは大人も大興奮の面白さが体感できます。

「ミナ」はアイヌ語の「笑顔」を意味で、
このビーチには「家族がニコニコ笑顔になれる場所に」というメッセージが込められています。
ウェイブは３０分に１回程度、また夜には「リラックスタイム」とよばれるライトアップ演出も。

クラブメッドにお泊りの場合はミナミナビーチを無料でご利用いただけます。
水着の貸し出し、飲食、遊具、一部アクティビティーは有料となります。

ランドスポーツ
◎ アーチェリー　
◎ サーカスアカデミー

（空中ブランコ）
◎ マウンテンアカデミー

（マウンテンバイク、ハイキング）
◎ パワーウォーク　◎ ネイチャーウォーク　◎ フィットネス　
● ペタンク　● フットサル　● テニス　● バドミントン　
● バスケットボール　● 卓球　● バレーボール

リラクゼーション
◎ ヨガ ◎ ピラティス 
 
エンターテイメント
◎ G.O（ジーオー）ショー

◎印はレッスンまたはG.O（ジーオー）の同行があります。　
※アクティビティーによっては年齢制限がございます。
　お子様の年齢によりご参加できない場合がございます。　
※ウエアや運動靴の貸し出しはございませんのでご自身でご用意
　ください。
※天候により、ご参加いただけないアクティビティーもございます。
※実施アクティビティーについて、変更の可能性がありますことを　
　ご了承ください。

Mina Mina Beach
ミナミナビーチ / 日本最大級のウェイブプール スポーツ＆アクティビティー

sports & activities 

新しい自分を発見する
充実のアクティビティー

よく動く



1110

雲海テラス

クラウドウォーク

木林の湯 

牧草ベッド

ダイナミックな自然が生み出す 
奇跡の絶景に出会う

よく動く

写真提供 星野リゾート　トマム

写真提供 星野リゾート　トマム 写真提供 星野リゾート　トマム

写真提供 星野リゾート　トマム

よく感じる
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よく食べる

チームで楽しむ
インターナショナルビュッフェ
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充実したミーティングの後は、チームの皆様で、
バーで1杯楽しみながら、DJデッキから流れる
ビートに合わせて動きましょう。夜のショーに
胸を高鳴らせ、クラブメッドだけでしか味わえ
ないセンセーショナルなテーマのパーティー
で思う存分お楽しみください。

毎晩異なるテーマなので、チームは楽しさで
いっぱいの夜を心待ちにするでしょう。テーマ
には例えば、荘厳なダンスとアクロバティック
なパフォーマンスを誇るサーカス・ショー、クラ
ブメッドの才能溢れるG.Oと夜通し踊りたくな
るミュージック・ヒッツなどがあります。夜の締め
くくりは、バーでカクテルを軽く飲み、仲間との
チームワークを築きましょう。

エンターテイメント
よく遊ぶ
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木のぬくもりに心をとかしながら
グラスを傾ける昼と夜

友人を訪ねたように心地よい
G.Oたちと分かち合うひととき
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アーティストになって
探検家にだってなれる
ようこそ、子供の楽園へ



Design your event
AT CLUB MED Hokkaido Tomamu

クラブメッド・北海道 トマムでの
イベントをデザインしましょう
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宿泊施設

ミーティングルーム

コーヒー・ブレイク

チーム・ビルディング

カクテルパーティー

特別なディナープラン

リゾート・レンタル



クラブルーム クイント

スイート クイント マウンテンビュースイート クワッド

クラブルーム
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宿泊施設

宿泊施設

ミーティングルーム

コーヒー・ブレイク

チーム・ビルディング

カクテルパーティー

特別なディナープラン

リゾート・レンタル



宿泊施設

ミーティングルーム

コーヒー・ブレイク

チーム・ビルディング

カクテルパーティー

特別なディナープラン

リゾート・レンタル

<ROOM 1/2＞

コーヒー・ブレイク*

24 25モダンな設備が備わったさまざまなミーティングルームはテーブルの配置や設備をお好みに合わせて調整できます。
会議室はニーズに合わせ、全日または半日でお使いいただけます。

レイアウト

シアター形式 スクール形式 島型形式 対面形式 コの字形式

Room1（72m2） 50人 40人 32人 30人 30人

Room2（74m2） 50人 40人 32人 30人 30人

全日 半日
   

スケジュール 8時間 4時間 

  
実用的な情報

- 全室、エアコン及びWi-Fi完備
- 通常設備には、液晶プロジェクター＆スクリーン、TV、フリップ・チャート、ホワ
イト・ボード、ノート、ペン／鉛筆、ワイヤレスマイク2本、音響システム、ケーブル
が含まれます。在庫がある場合にレンタル可能です。
- 電話の充電のために会議室には電源用の壁が設けられています。

ミーティングルーム*

* 追加代金

プレミアム・コーヒー・ブレイク クラブ・コーヒー・ブレイク

スケジュール 30分 30分

メニュー

コーヒー、紅茶、ジュース＆７種類の軽食一式
軽食セレクション：
- クッキー
- マフィン
- フルーツのスライス：パイナップルまたはスイカ 
  など

コーヒー、紅茶、ジュース＆3種類の軽食一式
軽食セレクション：
- ミニサンドイッチ
- カレーパイ
- シュウマイ
- 野菜スティック＆ドレッシング
- チキンウィング 
  など

* 追加代金



宿泊施設

ミーティングルーム

コーヒー・ブレイク

チーム・ビルディング

カクテルパーティー

特別なディナープラン

リゾート・レンタル

カクテルパーティー* 
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リーダーシップ

チームワーク

時間管理

ネットワーキング シェア

創造性

クラブメッドではお客様のご要件や条件や希望に合わせて承ります。
アクティビティーや時間、人数、求める効果などに合わせてオリジナルのプログラムをご用意いたします。

活性化
変化

企業責任

絆
コミュニケーション

チームビルディング プログラム* 

* 追加代金

* 追加代金 
** 在庫によって異なります。3人でシャンパン1本となります。

シャンパン・パッケージ プレミアム・カクテル クラブ・カクテル

お時間 60分

メニュー シャンパン＆軽食5種類 カクテル3種類＆軽食5種類
オープン・バー・サービス、 
カクテル2種類＆軽食5種類

シャンパン**

- モエ・エ・シャンドン
- ヴーヴ・クリコ
- マム

プライベート・カクテル 洗練されたカクテル・パーティを素晴らしい環境で開催しましょう。
シャンパン、プレミアム、クラブ・カクテルのどれをお選びになっても、華やかで思い出に残るイベントになります。

モチベーション

戦略

企画
楽しさ



特別なディナープラン リゾート・
レンタル 

（貸し切り利用）
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焼肉レストラン サラダ・バー、焼きたてパン、ライス、焼肉、デザート、ドリンクが提供されます。楽しい夜をお過ごしください！

価格 お問い合わせください。

スケジュール 不定期オープン

最小人数 1グループ10名様より／貸切の場合は100名〜120名様　半貸切の場合は60名〜99名様

会場 Haku・スペシャリティ・レストラン

宿泊施設

ミーティングルーム

コーヒー・ブレイク

チーム・ビルディング

カクテルパーティー

特別なディナープラン

リゾート・レンタル

クラブメッドは、70に及ぶ世界中の美しい目的地にあるどのリゾートでも
「レンタルヴィレッジ＝お客様専用でお使いいただける」という他に類を
見ないコンセプトを提供しています。
お客様の会議やインセンティブ・イベントにおけるさまざまな要望に合った、
オールインクルーシブバカンスを提案いたします。
リゾート全体をレンタルするという、他に類を見ない驚くべきクラブメッドの
コンセプトをお楽しみください。

リゾート全体をレンタルするという、他に類を見ない驚くべきクラブメッドの
コンセプトは、お客様に合わせてカスタマイズされた体験をお約束します。

お客様のグループだけでリゾート全体を独占できます。

300〜600人の規模でのイベントにぴったりです。
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* 追加代金

クラブメッド 北海道 トマム

リゾート情報 北海道勇払郡占冠村字中トマム2171番地2

2017年12月オープン 
車椅子対応2室 
専用駐車場（189台収容可能）
 
チェックイン／チェックアウト: 午後3時／午前10時

アクセス

その他サービス ご自宅へのお荷物宅配サービス＊

日本国内のみ対応いたします

クラブメッド・ブティック＊

クラブメッド・グッズ、北海道のお土産、スキーウェア・レンタル、 
基本的な生活用品

ランドリー*
共用の洗濯機と乾燥機（フロントで両替可）
ランドリー・サービスあり

診療所*
診察受付：午前8時〜11時、午後2時〜6時

シャワールーム 
チェックアウト後はロッカーつきのシャワールームをご利用いただ
けます
 
レイト・チェックアウト＊ 
予約状況によって、ご利用いただけない場合がございます 

 

 
 

 
 

 
 

飛行機をご利用の場合 
新千歳空港より車で約90分    
帯広空港より車で約75分 
旭川空港より車で約120分 
 
電車をご利用の場合 
新千歳空港駅よりJR快速エアポートで南千歳駅で特急に乗り換え 
トマム駅まで約90分

お車をご利用の場合 
道央圏連絡道路より千歳東I.Cに入りトマムI.Cを出て 
一般道でトマムまで

数字で見るクラブメッドのミーティング＆イベント

1000+
1000以上の
イベントを実施
 
毎年、世界中のクラブメッドのチーム
は1000以上のミーティング、会議、
イベントを生み出しています。

クラブメッドにお任せください

40+
40年以上の経験
 
観光業界のパイオニアとしての長年の経験を
お客様のイベントに生かします。

15,000
15,000人のG.O
 
多国籍のプロフェッショナルからなる
チームが、クラブメッドならではのサー
ビスでイベントを成功に導きます。

70
世界各地に70のリゾート
 
世界で最も美しいとされる場所に。
太陽を浴びたモルディブの海辺からパウダー
スノーの北海道まで充実のラインナップ。
お好きなリゾートをお選びください。

1
すべてをここ1ケ所で
 
クラブメッドのリゾートでは、会議と
リラクゼーション、エンターテイメント、
レジャーを組み合わせることができ
ます。お求めのものすべてをここ1ケ
所で得られます。

2
モルディブに
２つのリゾートを運営
 
活気溢れるクラブメッド・カニフィノールと
プライベートで贅沢なクラブメッド・フィノール 
ヴィラ。とっておきの空間で質の高い時間を
堪能いただけます。

1001
1001のフレーバー
 
ミーティングやイベントの際、お客様
の初めての味を発見することでしょ
う。地元の名産を試したり、食欲をそ
そるカナッペを味わったり、美味しい
カクテルを飲んでお楽しみください。

0
0ストレス
 
クラブメッドのプレミアム・オールインク
ルーシブなら、イベントの企画や実施は
スムースです。

写真提供 星野リゾート　トマム



www.clubmed.co.jp

株式会社クラブメッド
ミーティング＆イベント事業部

0800-919-7013 （フリーコール） 

 TOKBMEI@clubmed.com

www.clubmed.co.jp


