Activities information ～Golf～
ニセコゴルフコース / Niseko Golf Course
羊蹄山、ニセコ連峰の美しい山々を望み、アーノルド・パーマー設計の白樺とから松でセパレートされた18ホール。乗用ゴルカート による
セルフプレーでのラウンドが楽しめます。名物ホールは、羊蹄山に向かってのティーショットが爽快な5番ホール。グリーン右手前に池、
左にガードバン カーの美しい難ホールです。プレーの後は、平屋造りで落ち着いた雰囲気のクラブハウスで、ゆっくりとおくつろぎください。
One of Hokkaido's most difficult and strategic courses, Niseko Golf Course was designed by world-renowned Arnold Palmer.
Tee-shots facing Mt. Yotei, stunning rolling fairways and well-placed ponds and guard bunkers ensure the course is extremely fun
for all levels of golfer.
期間 / Period
開始時間
/Start

2018年4月21日（土）～10月21日（日） / April 21st 2018 - October 21st 2018

期間/
Period

Time

平日/Weekdays
AM

PM

土曜・休日/
Saturdays&Sundays
AM

PM

7:30-9:29

12:24-

4/21-6/12

8:05-9:50

6/13-7/31

8:05-9:50

12:24-

7:30-9:29

12:24-

8/1-8/31

8:05-9:29

12:24-

7:30-9:29

12:24-

9/1-9/30

8:05-9:50

12:24-

7:30-9:29

12:24-

10/1-10/21

8:33-9:50

料金/Price

期間/
Period

平日/Weekdays

4-6月、10月
Apr - Jun, Oct
7-9月
Jul - Sep

土曜・休日/
Saturdays&Sundays

¥6,500

¥8,000

¥6,500

¥8,500

※1名様1ラウンドあたり。ご利用は2名様から。消費税・利用税込。
1 round fee per person. 2 or more persons per party is acceptable.

8:33-10:32

All taxes included.

※午後の最終スタート時間は日没時間により変更になる場合がございます。

※2サムUP料金：6-9月の平日540円/人。以下の特別期間は1,080円/人。

Final start time in PM subject to change due to sunset time.

Additional charge in case of pairs：540yen/guest for Weekdays from Jun to Sep.

※シャワールームのみ利用可（大浴場不可） / Only Shower is available.
シューズ / Shoes

ソフトスパイクシューズでのプレイをお願いします
Please use soft spiked golf shoes.

ラウンドスタイル/Round style

乗用カート／セルフプレー／スループレー
Golf Cart / Self Play / Through Play

1,080yen/guest for Saturdays, The day before holidays, 5/3-6, 7/14-16, 8/11-16, 9/15-17, 9/22-24, 10/7-9

*Please inform the staff before start to take a break after 9 holes.
キャンセル料 / Cancellation fee

前日より1名様あたり2,000円 / JPY2,000 per person from the previous day

アクセス / Access

当ホテルより車で20分 / 20 mins by car from our hotel

ニセコビレッジゴルフコース / Niseko Village Golf Course
広大な森林地帯とフラットな地形に恵まれ、大自然にマッチした雄大な18ホールのニセコビレッジゴルフコース。乗用ゴルフカーで
快適で爽やかなリゾートならではのラウンドが楽しめ、721ヤードの超ロングコースや池に囲まれたグリーンなど、戦略性に富んだコースです。
Niseko Village Golf Course is resort golf at its best. Golfers can enjoy a true Hokkaido nature experience with views of Mt. Yotei
and the surrounding mountain ranges and fairways separated by White Birch and Larch trees that change with the seasons.
Welcoming to all levels of golfers, the course offers a relatively flat layout, zebra-cut fairways, and all the comforts of the Hilton Niseko Village.
期間 / Period
開始時間
/Start
Time

2018年5月1日（火）～10月21日（日） / May 1st 2018 - October 21st 2018
期間/
Period

平日/Weekdays

土曜・休日/
Saturdays&Sundays

AM

PM

AM

PM

5/1-7/15

8:05-9:29

12:24-13:55

7:30-9:29

12:24-13:55

7/16-8/15

7:30-9:29

12:24-13:55

7:30-9:29

12:24-13:55

8/16-9/30

8:05-9:29

12:24-13:20

7:30-9:29

12:24-13:20

10/1-10/21

8:05-10:32

料金/Price

平日/Weekdays

5/1-10/21

¥7,200

土曜・休日/
Saturdays&Sundays

¥11,000

※1名様1ラウンドあたり。ご利用は2名様から。消費税・利用税込。
1 round fee per person. 2 or more persons per party is acceptable.

8:05-10:04

※午後の最終スタート時間は日没時間により変更になる場合がございます。

期間/
Period

All taxes included.

※2サムUP料金：6-9月の平日540円/人。以下の特別期間は1,080円/人。

Final start time in PM subject to change due to sunset time.

Additional charge in case of pairs：540yen/guest for Weekdays from Jun to Sep.
1,080yen/guest for Saturdays, The day before holidays, 5/3-6, 7/14-16, 8/11-16, 9/15-17, 9/22-24, 10/7-9

シューズ / Shoes

ソフトスパイクシューズでのプレイをお願いします
Please use soft spiked golf shoes.

ラウンドスタイル/Round style

乗用カート／セルフプレー／スループレー
Golf Cart / Self Play / Through Play
*Please inform the staff before start to take a break after 9 holes.

キャンセル料 / Cancellation fee

前日より1名様あたり2,000円 / JPY2,000 per person from the previous day

アクセス / Access

当ホテルより車で20分 / 20 mins by car from our hotel

ONE NISEKO RESORT TOWERS
〒048-1511

北海道虻田郡ニセコ町字ニセコ455-3

455-3 Niseko, Niseko-cho Abuta-gun, Hokkaido 048-1511, Japan
Tel 0136-50-2111 / Fax 0136-50-2100
oneniseko.com / E-mail : reservation@oneniseko.com

