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羊蹄山と尻別川 Mt. Yotei and Shiribetsu River photo: Sumiko Yamada



　日本の最北端の島「北海道」の西側に位置するニセコは、世界でも有
数の“パウダースノー”で知られており、スキーヤーやスノーボーダーに
大変人気があります。また四季折々違う風情を見せる、ニセコの象徴で
もある秀峰「羊蹄山」は蝦夷富士とも呼ばれ、その雄大な姿は訪れる人
々を魅了して止みません。大自然が織りなす風景や魅力を求め、ニセコに
は世界中から人々が集まって来るのです。この大自然を活かした様々な
アクティビティも用意されており、世界中の人々がニセコに魅せられる理
由の１つでもあります。

　北海道を旅行先に選ぶ理由の１つに「ニセコに行きたいから」という
方々も大勢います。そのような方々からは、フレンドリーでありながら、
丁寧な日本的「おもてなし」がニセコの魅力であるとの言葉をよく頂き
ます。それは、ニセコには観光に携わるプロの人々がたくさんおり、おも
てなしの心と技を磨いて、世界各国の方々が満足して頂けるようなイン
ターナショナル・リゾートとして恥じないよう、日々努力を続けるからな
のです。

　ニセコには国際的に名のある大型ホテルから、小規模のデザイナーズ
ホテル、ペンションやコンドミニアムなど多彩な宿泊施設が軒を連ねて
おり、本格的な国際会議が開催できる会議施設も完備されています。レ
ストランやカフェなども充実しており、特に地元の新鮮な野菜を使った
日本料理店は大人気です。各レストランのメニューは英語はもちろんの
こと、数カ国語に翻訳されており、煩わしいメニュー選びに悩まされるこ
となく、どなた様もお食事を楽しんで頂くことができます。
　このようにニセコでは、レストランのメニューだけでなく、観光情報等
も全て多言語化されており、言語の問題で悩むことなく、思う存分楽し

み、有意義な時間を過ごして頂くことができます。 

　大自然を活かしたアクティビティやグルメだけでなく、国立公園と国
定公園に囲まれたニセコには、眺望が素晴らしいゴルフ場、世界有数の
スキー場、豊富な泉質の１５の温泉、釣り人から人気の尻別川、マウン
テンバイクが楽しめる公園、ウォーキングに最適なフットパスコースなど
魅力が満載です。コンベンションの後はニセコでしか味わえない大自然
を満喫しながらのアクティビティで充実した思い出深い時間をお過ごし
ください。

　ニセコは山から発せられる”土”や”木”のエネルギーと、周辺にある湖
水から得る”水”のエネルギーがバランスよく合わさっているエリアで、「
パワースポット」として知られています。このような場所では素晴らしい
アイデアやインスピレーションが生まれると言われています。

　この資料が皆様のインスピレーションを刺激し、我々の町「ニセコ」を
会議の場や旅行先として選んで頂ければ幸いです。ニセコで皆様とお会
いできることを心より願っております。

旅行業界に従事されている方やイベントプランナー等、コンベンションを担当される全ての方々に、「ニセコ」という町を
理解して頂き、「ニセコ」の魅力を感じて頂ければという思いから、この「ニセコ・コンベンション・ガイド」を作製致しまし
た。
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はじめに

ニセコ町役場　商工観光課
北海道虻田郡ニセコ町富士見４７
Tel: 0136-44-2121
Fax: 0136-44-3500
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ニセコリゾート観光協会

ニセコを訪れる観光客の数は2012年度、316,643人＊で、夏冬問わず多くの方が訪れています。　＊ニセコ町・倶知安町延べ泊数

株式会社ニセコリゾート観光協会は、ニセコ町が５０％と残りの５０％
を地元の業者が出資し、２００３年９月１日に設立された、日本で最初
の会社組織の観光協会です。㈱ニセコリゾート観光協会は地元の観光
関係の会社と密接に連携を取りながら、観光産業全般、旅行業、その他
様々なサービスを提供しています。そして、ニセコ町は日本の中で他には
経験できないような素晴らしい場所であると広くプロモーションを行っ
ています。

㈱ニセコリゾート観光協会は外務省の「ビジットジャパンキャンペー
ン」に参加し、精力的にプロモーションを行い、ニセコ町の最新情報を世
界に発信しています。

プロモーションの方法
㈱ニセコリゾート観光協会は様々な方法でニセコを世界にプロモーシ

ョンしています。

インターネットの活用
㈱ニセコリゾート観光協会のウェブサイトwww.niseko-ta.jp は、ニセ

コ地域全体の情報を確認することができ、日本語だけでではなく１１ヶ
国語に翻訳されています。このウェブサイトは英語、中国語、ドイツ語の
ネイティブスピーカーが正確な情報をアップデートとしており、大変見や
すくなっています。内容はイベント情報、特産品の案内、宿泊施設の予約
などがあり、情報をダウンロードすることができるものもあります。

ニセコの自然を写した素晴らしい写真を見ることもでき、このウェブサ
イトは見どころ満載です。

旅行商品の提供、視察、メディア・サポート、観光案内
ニセコの魅力をより深く知っていただくため、地元の人 し々か知らないよ

うな場所の情報も提供しています。また旅行部門はお客様の快適な旅行
をサポートし、各種メディアにも喜んで協力しています。

コンベンション・センター
ニセコ町に２０１２年４月にコンベンションセンターがオープンしまし

た。この施設には専門のコンベンションプランナーを配置し、会議に訪
れる人々をケアしています。㈱ニセコリゾート観光協会はここでの会議
を検討している方々の案内役となり、ケータリングやバスの手配、地元の
業者と連携した技術的なサービスなど、会議に関わるすべてのサービス
を提供していくこととなります。日本での会議が円滑に進むよう、サポー
トしていきます。

ラジオニセコ
ニセコ町はＦＭラジオ局「ラジオニセコ」を設立。周波数は76.2ＭＨｚで

す。ラジオ局は駅前温泉施設「綺羅乃湯」の隣です。
「ラジオニセコ」は地域に根差したメディアとして、音楽や様々な番組、ニ
セコの最新情報などを客観的に捉え、発信しています。また、災害時や有
事の際には行政など関係各所と連携し、きめ細やかな情報を発信するこ
とで地域のみなさんの安全確保に努めます。そして、受信エリア以外の人
にも今のニセコを伝えるため、インターネットを活用したサイマル放送
（同時放送）を行ってます。　
ニセコを愛する「ニセコファン」は、国内外を問わずたくさんいます。国内

外から訪れる観光客がニセコの魅力に触れられる情報を提供します。ま
た、外国語を併用した番組づくりにも取り組み、多くの人がニセコを愛して
くれるようさまざまな場を提供しながら、ニセコの魅力を伝えます。
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お問合わせ先一覧

お問合わせ先
ニセコリゾート観光協会

〒048-1502 北海道虻田郡ニセコ町字本通85番地
観光情報 

Tel: 0136-43-2051 or 
Tel: 0136-44-2468 

事務所 
Tel: 0136-44-2420
Fax: 0136-43-2050
E-mail: master@niseko-ta.jp

代 表 取 締 役
Tel: 0136-44-2420
企画営業グループ
Tel: 0136-44-2420
旅行部門
Tel: 0136-44-2420
情報担当リーダー
Tel: 0136-44-2420 
マネージャー
Tel: 0136-44-2420
経理担当
Tel: 0136-44-2420

ラジオニセコーコミュニティＦＭ 76.2 MHｚ
〒048-1512 北海道虻田郡ニセコ町中央通３３ 

Tel: 0136-55-5762 
Facebook: www.facebook.com/radioniseko

公的機関
ニセコ町役場　– 商工観光課 
外国語対応可（英語、中国語、韓国語、ドイツ語）
Tel: 0136-44-2121 内線 214 
ニセコ町民センター
Tel: 0136-44-2234
ニセコ町商工会
Tel: 0136-44-2214
ニセコリゾート観光協会及びニセコの特産品やサービスについて詳し

くお知りになりたい方は、下記のウェブサイトをご覧ください。 
http://www.niseko-ta.jp

その他の情報源
Facebook (フェイスブック)
ニセコリゾート観光協会
ニセコ町 
ニセコプロモーションビデオ（ Youtube ）
www. youtube.com 
Niseko.wmv で検索してください。
携帯用ＱＲコード
Twitter
#nisekorta

ハッシュタグ（ニセコ）
#nisekoevent ニセコイベント情報
#nisekostay  宿泊情報
#nisekoactivity アクティビティ情報
#nisekoski スキー／スノーボード情報
#nisekocycle サイクリング情報
#nisekofoods ニセコグルメ情報
#nisekojob  求人情報
#twiniseko  ニセコ・ツイッター、インターネット関連情報
#niseko ニセコ町情報
#nisekolocal ニセコ地域住民情報
#nisekooutdoor アウトドア情報
#nisekomusic 音楽情報
#nisekorelax リラシクゼーション情報
#nisekoshop ショッピング情報
#nisekoonsen ショッピング情報

ハッシュタグ（日本国内情報）
#snowjp 日本国内雪情報
#skijp Japan 日本国内スキー情報 
#snowboardjp 日本スノーボード情報
#tenki 天気情報

日本政府観光局（ＪＮＴＯ） 
ＪＮＴＯのウェブサイトで日本の観光に関するビデオを見ることがで

きます。日本の観光の最新情報や日本政府の取組みなどが掲載されて
います. 

ウェブサイト http://www.jnto.go.jp
ＪＮＴＯのウェブサイトは英語、ドイツ語、スペイン語、フランス語、中国

語、韓国語、ロシア語、ポルトガル語、アラビア語、イタリア語、タイ語など
13カ国語の言語で閲覧できます 
ニセコについて
・ http://www.jnto.go.jp/eng/location/spot/sportexp/niseko.

html （英語）
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地図 – ニセコの位置

New chitose Airport ⇔ Niseko 
By car approximately 2 hours (distance 100 kms)
By Japan rail approximately 3 hours and 30 mins (Via sapporo and otaru）

sapporo ⇔ Niseko
By car approximately 2 hours and 15 minutes (105 kms) via Nakayama pass
Japan rail approximately 2 hours and 30 minutes (directly)

新千歳空港⇔ニセコ
車で約2時間　約１００km
ＪＲで平常時約3時間30分（札幌・小樽乗換）

札幌市⇔ニセコ
車で約2時間15分　約１０５km (中山峠経由)
ＪＲで平常時2時間30分（直通）

otaru
sapporo

kutchan

Niseko
New chitose
Airport
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地図 – ニセコエリア地図
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ニセコ町観光マップダウンロード： http://www.town.niseko.lg.jp/goannai/image/nisekomap.pdf
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地図 – ニセコ町、リゾートエリア地図 
(市街地、アンヌプリ、東山、モイワ、昆布) 
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Koikawa Onsen Ryokan

H

Kanronomori  

Gallery Fusan-an
Kanrosen Spring Water

Niseko Moiwa Ski Resort

Grand Hotel

Niseko Konbu Onsen Tsuruga Bessou Moku no Sho 

Higashiyama Hana no Oka

ニセコグランドホテル 

セイコーマートニセコ店
Seicomart Niseko Convenience Store

ニセコ消防支所
Niseko Fire Department

ニセコ駐在所
Niseko Police Substation

総合体育館
General Gymnasium

ニセコ郵便局
Niseko Post Office

コープ
A-Coop (Supermarket)

出光GS
Idemitsu Gas Stationニセコ大橋

Niseko Ohashi (Bridge)

北海信用金庫 ニセコ支店
Hokkai Shinkin Bank, Niseko Branch

前田商店
Maeda Shoten (Superette, Liquor Store) 

町民センター
Town Conference Center

ニセコ町役場
Niseko Town Council

ニセコ医院
Niseko Hospital

あそぶっく
Asobukku Library 狩太神社

Kaributo Shrine

セブンイレブンニセコ店
Seven-Eleven Niseko
Convenience Store (ATM)

Kiranoyu Niseko Ekimae Onsen
ニセコ駅前温泉

ホクレンGS
Hokuren Gas Station

Niseko Athletic Field

ニセコビュープラザ
Michi no Eki Niseko View Plaza

ニセコ町運動公園

有島記念館
Arishima Takeo Memorial MuseumJRニセコ駅

JR Niseko Station

H

H

H

H

H

HH

H
Cafe Grove

Niseko Hotel Niseko Ikoi no Mura  

Nishiyama no Oka

Annupuri Onsen Yugokorotei  

H

Annupuri Onsen 
Yugokorotei  

Del Sole

E� E�

Karabina
Soba Tokoro Rakuichi

Annupuri Nook

Niseko Northern Resort Annupuri 

Glass Gallery Doumu

                          Milk Kobo
Niseko Kotobuki
Niseko no Mori
Niseko no Kaze

Fan Fan Leather Craft

Black Diamond Tours

Niseko Cheese Kobo

Niseko Fromage

Green Leaf Niseko Village

Hilton Niseko Village

The Twin Cherry Trees

Stone Circle

ニセコ昆布温泉鶴雅別荘杢の抄

鯉川温泉旅館 

双子の さくらんぼの木

東山花の丘

ニセコモイワ スキーリゾート

がらすギャラリー童夢

西山の丘

ニセコ寿 （アウトドア）

とんぼ玉工房 ニセコの風

唐火七 ［からびな］（居酒屋）

そば処  楽一

ニセコチーズ工房

ニセコフロマージュ （手作りチーズ）

ニセコミルク工房 

自然工房  ニセコの森

ザ・グリーンリーフホテル
ニセコビレッジ （ホテル）

ニセコノーザンリゾート・アンヌプリ（ホテル）ホテルニセコいこいの村 

［エフエフ］

カフェピッツェリア  デルソーレ

ニセコアンヌプリ温泉 湯心亭 

ニセコアンヌプリ温泉 湯心亭 

（ホテル）

（ホテル）

［カフェグローブ］

ホテル甘露の森 

甘露泉

ニセコモイワ スキーリゾート

Accomodation (Pensions, B&B, Lodges, Backpackers)
Download Niseko Map at:  http://www.town.niseko.lg.jp/goannai/image/nisekomap.pdf

ブラックダイヤモンドツアー

革と珈琲 fan fun ［ファンファン］

ヒルトンニセコビレッジ （ホテル）

ワン・ニセコ・リゾート・タワーズ
One Niseko Resort Towers

H

セゾン・クラブ
Saison Club

家のアイコンは（ペンション、ロッジ、コテージ、バックパッカー）の印です。  
ニセコ町観光マップダウンロード： http://www.town.niseko.lg.jp/goannai/image/nisekomap.pdf
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便利なアクセス

放射線や放射能の影響
放射線や放射能の影響を心配される外国の方を対象とした安全・安心

小冊子のダウンロードをできます。
詳細については、以下のウェブサイトを参照ください。
•日本語版（参考） http://www.mlit.go.jp/common/000226532.pdf

•英語版　 http://www.mlit.go.jp/common/000226526.pdf
•韓国語版   http://www.mlit.go.jp/common/000226527.pdf
•中国語繁体字版 http://www.mlit.go.jp/common/000226528.pdf
•中国語簡体字版 http://www.mlit.go.jp/common/000226529.pdf
•フランス語版  http://www.mlit.go.jp/common/000226530.pdf
•ドイツ語版 http://www.mlit.go.jp/common/000226531.pdf

日本への入国
パスポート

日本に滞在する場合、必要な残存有効期間のあるパスポートを所持し
ていなければなりません。
入国

日本に入国する場合、必ず入国カードを記入しなければなりません。
入国カードは搭乗する飛行機のキャビンアテンダントまたは旅行会社か
らもらうことができます。

詳細については、以下のウェブサイトを参照ください。
・ http://www.jnto.go.jp/eng/arrange/essential/pdf/

customs_declaration.pdf  (英語）
ビザ

ビザについては、最寄りの日本大使館にお問い合わせください。下記
の外務省のウェブサイトでも確認できます。
・ http://www.mofa.go.jp/j_info/visit/visa/index.html （英語)
・ http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/index.html  （日本語）

免税
免税については、税関のウェブサイトをご覧ください。
・ http://www.customs.go.jp/english/summary/passenger.

htm  (英語）
・ http://www.customs.go.jp/kaigairyoko/menzei.htm  (日本語）

空港税
日本の空港税は航空チケットに含まれています。

その他

新千歳空港
新千歳空港からニセコまでの距離は１１５ｋｍです。所要時間は約2時

間15分～3時間（天候により変動有り）です。
フライト及びホテルの予約

ニセコリゾート観光協会は旅行業取扱免許を有しており、国内の航空
機及びホテルの手配をお手伝いすることができます。最新情報の提供は
もちろん、料金も安心して利用して頂ける設定となっております。またニ
セコ内でのツアー手配も承っています。

Tel 0136-44-2420 
ウェブサイト： www.niseko-ta.jp 
(英語での対応も可能)
(中国語の場合は、Ｅメールでお願いします)

タクシー、ハイヤー
ニセコには様々なサービスを提供しているタクシー会社があり、新千

歳空港⇔ニセコ間をスムーズに移動することができます。海外からのお
客様のために英語を話せるドライバーもたくさんいますので、ご安心く
ださい。

タクシーには初乗り（２ｋｍ）の料金が車両の両側に分かりやすく表示
されています。車両の大きさは中型が主流ですが、大型車やジャンボタク
シーを希望される場合はご予約の際にタクシー会社にお尋ねください。
大型車は数に限りがありますので、予めご了承ください。

• ニセコハイヤー  Tel: 0136-44-2635 (10人乗り有)
• スマイル観光タクシー Tel: 0136-48-2700 (10人乗り有)
• 美空ハイヤー  Tel: 0136-22-1171 (10人乗り有)
• 倶知安ハイヤー  Tel: 0136-22-1212

リムジン
ニセコ・プレミアム・シャトル

メルセデス・ベンツやハイエース・グランドキャビンを利用したリムジ
ン・サービス。　ニセコ町内のどこでも迎えに来てくれます。（料金に含
む）
Tel: 0136-44-2640 （ニセコ観光協会）

スカイバス
スタイリッシュな貸切バスで、最新の予約システムと支払い方法を導 
入しています。団体旅行、個人旅行を問わず旅行業界の経験も豊富で
す。 

　Email: info@skybus.co.jp
・ ウェブサイト: www.skybus.co.jp

ニセコへのアクセスには新千歳空港が最も便利です。新千歳空港は北海道最大の空港で、国内線、国際線ともに、たくさ
んの飛行機が毎日就航しています。新千歳空港からニセコまではＪＲ、バス、タクシー、リムジン、レンタカーなど、色々な方
法があります。世界中の人たちがニセコを選ぶ理由の１つがこの便利なアクセスです。 



新千歳空港はニセコから約2時間半のところにあり、ニセコまでのアク
セス方法もＪＲ、バス、車とお好みで選ぶことができます。(所要時間な天
候や利用交通機関により異なります)新千歳空港国際線には5カ国、１２
航空会社が就航しています。

• 中国（97便／月　3便／日）
• 台湾（１０６便／月　毎日就航 ）
• グアム(16便／月)
• 韓国 (140便／月以上　毎日就航)
• ロシア (8便／月)
• バンコク （24便/月）
• ホノルル （24便/月） 

ウッブサイト
http://www.new-chitose-airport.jp/ （日本語）
http://www.new-chitose-airport.jp/en/ （英語）
http://www.new-chitose-airport.jp/ko/ （韓国語）
http://www.new-chitose-airport.jp/tw/ （中国語：繁艶字）
http://www.new-chitose-airport.jp/cn/ （中国語：筒体字）

電話
空港総合案内　 Tel：0123-23-0111

（受付時間：６：２０－２３：００）

フライト情報 
千歳空港発着の国際線は以下の通りです。フライトスケジュールは変

更されている可能性がありますので、ご利用の際は新千歳空港のウェブ
サイトを必ずご確認ください）

中国国際航空: 
新千歳→北京　（週４便 - 火、水、土、日）
北京→ 新千歳　(火、水、土、日)

全日本空輸: 
新千歳→北京　（週４便 - 火、水、土、日）
北京→ 新 千歳　(火、水、土、日)
新千歳→台北（毎日）　台北→新千歳（毎日）
新千歳→グアム（月、金）　グアム→新千歳（月、金）
新千歳→バンコク（水、金、土）
バンコク→新千歳〔火、杢、土）

キャセイパシフィック航空:  
新千歳→香港（毎日）
香港→新千歳（毎日）

チャイナエアライン:
新千歳→台北（毎日）
台北→新千歳（毎日） 

トランズアジア抗空：
新千歳→台北（火、土）
台北→新千歳（火、土） 

中国東方航空: 
新千歳→上海(火、水、金、土、日)
上海→新千歳(火、水、金、土、日)

ユナイテッド航空: 
新千歳→グアム（月、金）
グアム→新千歳（月、金）

エバー航空: 
新千歳→台北（毎日）
台北→新千歳（毎日）

日本航空: 
新千歳→ソウル（１日２便）
ソウル→新千歳(１日２便)
新千歳→上海（火、水、金、土、日）
上海→新千歳（火、水、金、土、日）
新千歳→香港(毎日)
香港→新千歳(毎日)
 

ジンエアー: 
新千歳→ソウル（毎日）
ソウル→新千歳（毎日）

大韓航空: 
新千歳→釜山（火、木、土）
釜山→新千歳（火、木、土）
新千歳→ソウル（１日２便）
ソウル→新千歳（１日２便）

新千歳空港
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新千歳空港(フライト情報)
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新千歳空港（国内線／国際線）
サハリン航空: 

新千歳→ユジノサハリンスク（水、土）
ユジノサハリンスク→新千歳（水、土） 

ハワイアン航空: 
新千歳→ホノルル（水、金、日）
ホノルル→新千歳（火、木、土） 

タイ国際航空: 
新千歳→バンコク（水、金、日）
バンコク→新千歳（火、木、土） 

空港施設
新千歳空港は最先端の技術を取り入れた国内線、国際線を併せ持つ

北海道最大の空港です。ショッピングエリアも充実しており、チョコレー
ト工場、ドラえもんスカイパーク(子供のためのテーマパーク)、シュタイ
フネイチャーワールド、コンビニエンスストアー「ローソン」などゆっくり
楽しむことができます。空港施設とショッピングエリアが便利な場所に
配置されています。 
連絡施設では、お体の不自由な方、ご高齢の方、妊娠中の方、お子様連れ
の方などの移動をお手伝いするため、ヘルプカーを運行しております。
銀行、外貨両替サービス
ＡＴＭ（北海道銀行、シティバンク、セブン銀行）、北洋銀行、外貨両替

所、郵便局があります。
待合室、ホテル、温泉施設

団体待合室、大きな会議室、接遇室、温泉、ホテルが国際線ターミナル
の近くにあります。 
空港内の医療施設

乗客の健康を守るため、空港には医療機関（尾谷病院空港診療所）が
あります。また航空障害、海外旅行保険のカウンターもあります。

その他便利な施設
更衣室、パウダールーム、授乳室、クリーニング取扱所、美容室もあり

ます。.

公衆無線ＬＡＮサービス
館内全域で無料の無線ＬＡＮサービスの利用が可能です。

ＬＣＣ(ローコストキャリア)
ＬＣＣ(ローコストキャリア)と呼ばれる新しい航空会社が続 と々就航

を開始しました。非常に値段が安いというのが最大のメリットで、利用者
も増加傾向にあります。ＬＣＣは利用する目的によって使い分けると大変
お得です。しかし、気をつけなければならない点も多々ありますので、ＬＣ
Ｃ利用される場合は、予めしっかりと利用方法を理解し、賢い空の旅を
お楽しみください。
千歳空港のＬＣＣ就航路線

国内線としては、札幌～羽田・成田、札幌～中部、札幌～関西・神戸な
どの基幹路線のほか、仙台、新潟、富山、小松なども便があります。国内
移動では札幌はLCCを使うのに適した場所といえます。

国際線は、韓国線の札幌～ソウル（仁川）が韓国のLCCによって就航し
ています。

新千歳空港のＬＣＣ(ローコストキャリア)就航路線
・スカイマーク
仙台、茨城、成田、羽田、中部、神戸、福岡
・エア・ドゥ
仙台、福島、羽田、新潟、富山、小松、神戸、岡山
・ピーチ
関西
・ジェットスター・ジャパン
成田、中部、関西
・エアアジア・ジャパン
成田、中部
・ジンエアー
韓国・仁川
 

空港マップ
英語版の空港マップをＰＤＦ形式でダウンロードすることができます。
http://www.new-chitose-airport.jp/en/tmap/
日本語はこちらからダウンロードできます。
http://www.new-chitose-airport.jp/ja/tmap/ 
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アクセス（レンタカー）
千歳空港⇔ニセコ町間の移動手段はいろいろあります。ここではニセ

コへのアクセス方法をご紹介します。
繁忙期である冬はニセコへのアクセスもさらに便利になります。冬期に

ついての詳しい情報は以下のウェブサイトでご確認ください。:
•  ニセコリゾート観光協会  

http://www.niseko-ta.jp
•  ニセコユナイテッド 

http://www.niseko.ne.jp/en/access/index.html  (英語) 
http://www.niseko.ne.jp/access/index.html  （日本語）

•  ニセコ町 
http://www.town.niseko.lg.jp/english/access.html  (英語) 
http://www.town.niseko.lg.jp/goannai/access.html (日本語）

•  ニセコプロモーションボード： 
http://www.nisekotourism.com/en/special/access/Vmap_
en1206.pdf　(英語) 
http://www.nisekotourism.com/files/access/Vmap_jp1206.
pdf　(日本語)

レンタカー
レンタカー会社は多数あります。下記の中からお選び頂けます。.

レンタカーを借りる場合の注意：
国際運転免許証
・日本の運転免許証又は国際運転免許証が必要となります。
  ジュネーブ条約（1949）加盟国93カ国+2行政区域（日本を除く）
  発行の国際運転免許証但し、パスポートの同時提示が必要です。

外国運転免許証
対象国および地域（スイス連邦・ドイツ連邦共和国・フランス共和国・イ

タリア共和国・ベルギー王国の5カ国と台湾）発行の外国運転免許証
但し、免許証の日本語翻訳文、及びパスポートの同時提示が必要です。
・車は右ハンドル、左側通行です。

警視庁公式サイトリンク:
・ http://www.npa.go.jp/pdc/notification/koutuu/menkyo/

menkyo20120625.pdf  (日本語)
・ http://www.npa.go.jp/annai/license_renewal/english.pdf

・ 北海道内のほとんどのレンタカーは４ＷＤです。（４ＷＤは別途追加
料金が必要な場合があります）

・ スキーラックを搭載した車種も選べますので、冬期は大変便利です。
 

国際運転免許証は種類により、「運転者席のほかに8人分をこえない
座席を有する自動車又は貨物運送の用に供され、許容最大重量が3
、500kg（7、700ポンド）をこえない自動車」という制限がる場合があり
ますので、10人乗りの車両のレンタルを検討している方は、事前に必ず
確認してください。

空港内にあるレンタカー会社
トヨタレンタカーポプラ店

•Tel: 0123-23-0100
•  https://rent.toyota.co.jp/en/index.html　(英語)
•  https://rent.toyota.co.jp/rental/1-4-1-2.asp?sFlg=3&rCod

e=61201&eCode=002&udFlg=2　 （日本語）
トヨタレンタカーすずらん店

• Tel: 0123-24-0100
• http://www.toyota.com/rental/  (英語)
• http://www.rent-a-lease.com/  （日本語）

日産レンタカー  　
• Tel: 0123-27-4123　
• https://nissan-rentacar.com/english/ (英語)
• https://nissan-rentacar.com/  (日本語）

ホンダレンタカー  
• Tel: 0123-40-5353　
• http://www.hondarent.com/english/index.htm  (英語)
• http://www.hondarent.com/  （日本語）

スカイレンタカー  
• Tel: 0123-40-8887 
• http://www.skyrent.jp/hokkaido/  （日本語）

ＪＲ駅レンタカー  
• Tel: ０123-22-8321　
• http:/www.ekiren.co.jp  (日本語))

OTSレンタカー  
• Tel: 0123-27-7000
• http://www.ots-hokkaido.jp/  (日本語)

タイムズカーレンタル  
• Tel: 0123-45-8756  
• http://www.timescar-rental.com/ (英語)
• http://www.timescar-rental.hk/ (繁体字中文)
• http://rental.timescar.jp//  (日本語)

オリックスレンタカー 
• Tel: ０123-22-0543
• http://car.orix.co.jp/ (日本語)

ニッポンレンタカー
• Tel: 0123-26-0919 
• http://www.nipponrentacar.co.jp/english/index.html (英語)
•  http://www.nipponrentacar.co.jp/  （日本語）

プレミアム・レンタカー
北海道ブブ

• Tel: 011-788-0011
• http://www.bubu-rentacar.com/　（日本語）
プレミアムカ―がお手頃な価格でレンタルできます。スタッフは英語が
話せ、カーナビは英語対応です。北海道ブブのレンタカーを新千歳空 

  港で借りた場合、新千歳空港に返却していただくことになります。

ニセコ地域のレンタカー会社
トヨタレンタカー ニセコ倶知安店

• Tel: 0136 55 5501
• http://toyota.rent-a-lease.com/english/index.html  (英語)
• http://www.rent-a-lease.com/index.html  (日本語)

タイムズカーレンタル
ニセコ東山店（ヒルトンニセコビレッジ内）
•Tel: 0136-44-1111
• http://www.timescar-rental.com/ (英語)
• http://www.timescar-rental.hk/ (繁体字中文)
• http://rental.timescar.jp//  (日本語)

ニッポンレンタカー
ニセコ店（ニセコひらふアルペンホテル内） 
•Tel: 0136-23-0919
•Fax: 0136-22-2821
•http://www.nipponrentacar.co.jp/english/index.html 　
(英語)
•http://www.nipponrentacar.co.jp/　 （日本語）

ニセコ地域の中古レンタカー
(お手頃な価格で借りられます）
八力自動車　レンタカー

•Tel: 0136-44-2640
•(ウェブサイトはありません。日本語のみ対応）

ニセコオートレンターカー
•Tel: 090-2055-6074 （ニセコ町東山）
•http://www.nisekoauto.com/



尻別川 Shiribetsu River
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アクセス（ＪＲ）

JR
JR新千歳空港駅は空港に直結しており、そこから北海道各地への移

動が可能です。
新千歳空港から倶知安駅/ニセコ駅までは１日に１５本程度運行して

います。札幌と小樽を経由して約２～３時間（所要時間は乗り継ぎや天
候によって変わります）です。

ニセコ駅を通っている函館本線は、北海道の有名な観光地にも行くこ
とができます。

小樽：約１～２時間に１本、所要時間は１時間半
札幌：所要時間は２～３時間（小樽駅で乗換）
冬期は乗り換えなしのニセコエクスプレスがあります。詳細は下記をご

覧ください。
函館：所要時間は約３時間(長万部駅で乗換)

 
ＪＲ北海道のウェブサイト数ヶ国語に対応しており、運行スケジュール

や料金などが確認できます。
・ http://www.jrhokkaido.co.jp/ (日本語)
・ http://www2.jrhokkaido.co.jp/global/index.html (英語) 
・ http://www2.jrhokkaido.co.jp/global/chinese/ (中国語)
・ http://www2.jrhokkaido.co.jp/global/korean/ (韓国語)

英語の運行スケジュール::
・ http://www2.jrhokkaido.co.jp/global/english/ttable/04.pdf

運行スケジュールは毎年改正されます。ＪＲのウェブサイトで最新の情
報を確認してください。
ニセコ・エクスプレス

年末年始や週末など、ご利用の多い時期に札幌～ニセコ間を1日1往
復運転します。スキーをはじめ豊富な冬のアクティビティ、温泉などニセ
コならではの冬の魅力を「ニセコエクスプレス」でお楽しみください。

運転日
平成24年12月28日～31日
平成25年1月1日～6日・12日～14日、2月2日・3日 

特急冬のヌプリ号
夏の「ヌプリ号」に続き、札幌～ニセコ～長万部を結ぶ「冬のヌプリ号」

を運転します。ニセコの雪景色を楽しみながら道南方面へのご旅行や、「
さっぽろ雪まつり」・「小樽雪あかりの路」などと合わせた冬のニセコ観
光など、この時期にしか味わえない魅力を「冬のヌプリ号」で満喫してく
ださい。

平成25年2月9日～11日
ニセコ駅から各宿泊施設まで
ニセコ駅からはバス（ニセコバス、中央バス）又はタクシーが便利です。

この地域の多くのホテルはニセコ駅と宿泊施設間のシャトルを運行して
います（予約の際、宿泊施設にご確認ください）。

ニセコ・デマンドバス　にこっとバス

ニセコ町では、デマンドバスを運行しています。このバスは一般的な路
線バスとは異なり、基本的に事前電話予約により運行する新しい形態の
バスです。  あらかじめ電話予約のあった、利用者の乗降場所や乗降車
時刻の要望に応じて、乗車を希望する場所へ迎えに行き、降車希望する
場所まで送る形の経路で運行します。

通常は予約のあった複数の利用者を乗せるため、乗り合いでの利用形
態となります。
・運賃 １乗降　２００円（ただし、就学前の小児は無料、子ども
　　　　　　　　　　　　　（中学生以下）、身体障害者手帳、障害者、手帳、療 

  　　　  育手帳をお持ちの方、要介護認定を受けている 
             方は100円）

・運行日時　午前８時から午後７時まで　平休日とも毎日
・予約受付　予約時間は午前８時から午後６時まで。
 　　搭乗予定日の１週間前から予約可能です。
・運行区域　町内全域
（五色温泉地区は除き、昆布駅及び昆布温泉病院周辺地域を含む）

予約センター電話番号　0136-43-2200
日本語対応のみ　外国の方は予約する時、宿のフロントを通して予約 
をしてください。　



14
Niseko Product directory

新千歳空港（ＪＲへの乗換）

２階 

1階 到着ロビー

Ｂ1階

連絡通路

国際線ターミナルビル
国内線ターミナルビル

JAL / SKY / FDA

ANA / ADO
JAL 

JR 

出発ロビー　

各航空会社カウンター
Ｂ１階のＪＲの駅から紫の         の通り進むと
各航空会社のカウンターに行くことができま
す。

ＪＲへの乗換
1階到着ロビーから、赤の       の通り進み、国
内線ターミナルビルＢ１階でＪＲに乗り換る
ことができます。



駅イメージ　Train station layout

函館方向から見た断面図です　cross section as seen coming from Hakodate

地上出入口
Ground level 
entrance and exit

地上出入口
Ground level 
entrance and exit

２番線
Platform 2

ホーム　
Platform

ホーム　
Platform

３番線
Platform 3

４番線
Platform 4

1番線
Platform 1

凡例　Legend

改札
Ticket barrier

階段
Staircase

長万部方向から見た断面図です　cross section as seen coming from Oshamambe

ホーム　
Platform

２番線
Platform 2

３番線
Platform 3

駅イメージ　Train station layout

凡例　Legend

改札
Ticket barrier

階段
Staircase

凡例　Legend

改札
Ticket barrier

階段
Staircase

駅イメージ　Train station layout

地上出入口
Ground level 
entrance and exit

長万部方向から見た断面図です　cross section as seen coming from Oshamambe

２番線
Platform 2

３番線
Platform 3

地上出入口
Ground level 
entrance and exit

1番線
Platform 1

ニセコ郵便局
Niseko Post Office

ニセコ大橋

JRニセコ駅
JR Niseko Station

中央通
Chuodori

P

倶知安駅
JR Kutchan Station

66

792 5

ニセコ町役場
Niseko Town Council

倶知安郵便局
Kutchan Post Office

倶知安役場
Kutchan Town Office

ニセコ駅
ニセコ駅構内には、人気のカフェ、観光案内所、トイレがあり、駅の待合室の中では無料ＷＩＦＩスポットになっています。ヒルトンニ

セコビレッジなどニセコ町内のホテルに宿泊する場合はニセコ駅が便利です。 
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ＪＲニセコ駅、倶知安駅周辺地図 
ＪＲ倶知安駅、長万部駅構内図

 倶知安駅ニセコ駅

JR　北海道レールパス
ニセコへのアクセス方法はたくさんあります。その中で今注目が集まっ

ているのがＪＲ北海道が販売している「北海道レールパス（乗り放題券）
」を利用する列車の旅です。ＪＲレールパスは外国人観光客に大変人気
ですが、その北海道版が「北海道レールパス」です。ＪＲ道内全線、３～７
日間乗り放題で１万５千～３万円と大変お得です。札幌―函館間の函館
本線に乗車して、小樽、余市、仁木、倶知安、ニセコ、蘭越、長万部、大沼と
北海道南西部を列車で旅してみてはいかがでしょうか。車窓から季節の
パノラマ風景が楽しめます。

「北海道レールパス」は札幌や千歳空港など主要駅や海外の旅行会
社で購入できます。購入に際して、観光ビザを保持してることが条件です
ので、パスポートの提示が必要です。

ＪＲ北海道レールパスに関する情報
http://www2.jrhokkaido.co.jp/global/english/railpass/

application.pdf
購入申込書（北海道レールパスを購入する窓口に行く前に申込書をご

記入ください。購入はＪＲパスの取り扱いがある旅行会社のみとなりま
すので、ご注意ください）

・http://www2.jrhokkaido.co.jp/global/english/railpass/
rail01.html

オーストラリ、ニュージーランドで取り扱いのある会社
http://www2.jrhokkaido.co.jp/global/english/railpass/

pdf/05.pdf



Lake Shikotsu 支笏湖
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アクセス（バス） 

新千歳空港からニセコへのバス
新千歳空港からニセコまで、最も手軽な移動手段はバスです。冬期間

は新千歳空港から３０分毎に運行しており、ニセコエリアの３つのスキ
ー場(ヒラフ、ニセコビレッジ、アンヌプリ)に停車します。所要時間は約３
時間で、途中、「道の駅フォーレスト276大滝」で休憩のため停車するバ
スもあります。またルスツリゾートを経由するバスもあります。 

料金
料金は片道２３００円です（子供運賃は座席を占有する場合は大人と

同じ）。

バス会社
新千歳―ニセコ間のバスを運行しているのは次の５つです。 
• ホワイトライナー （グッドスポーツ） 
• 道南バス （道南バス株式会社）
• ニセコバス/中央バス （中央バス株式会社）
• 北海道リゾートライナー （北海道アクセスネットワーク）
• ビッグランズ号 （ニセコグラウンドサービス）
札幌―ニセコ間のバスを運行しているのは次の3つの会社です。
• 道南バス （道南バス株式会社） 
• ニセコ/中央バス （中央バス株式会社）
• ホワイトライナー（グッドスポーツ） 

• 料金、所要時間はどのバス会社もほぼ同じです。
•  事前の予約をお勧めします。予約はクレジットカード払いも可能で

す。また電話でも予約できます。
• 座席の空き状況により、予約が当日まで確定されないことがあります
•  予約時に支払いを完了していない場合は、乗車の際現金が必要にな
ります。料金を運転手に払う場合、他のお客様の迷惑にならないよ
う、予め両替をしておきましょう。



Lake Shikotsu 支笏湖
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アクセス(バス会社連絡先) 

バス会社の連絡先
(英語が通じない場合もあります)

ホワイトライナー 
Tel: 011-242-2040
(ヒラフから各ニセコ地域への運行)
停車場所：ヒラフ第１駐車場、ヒルトンニセコビレッジ、グリーンリーフ

ホテルニセコビレッジ、アンヌプリ・ヌック、ノーザンリゾートアンヌプリ、
ホテル甘露の森、ニセコグランドホテル 

昆布温泉に宿泊予定の場合、ヒラフに到着してから約４０分かかりま
す(乗客数によって多少変わります)

ニセコから新千歳空港に向かう場合、ニセコグランドホテルが最初の
停車となります。

• http://www.goodsports.co.jp (日本語)

中央バス/ニセコバス 
Tel: 011-231-0500 
中央バスは新千歳空港―ニセコ間、札幌―ニセコ間を運行しています。

運行スケジュールの詳細はウェブサイトサイトでご確認ください。
• http://www.niseko-bus.cbbs.co.jp/ (日本語)

道南バス 
Tel: 0123-46-5701  

道南バスも新千歳空港―ニセコ間、札幌―ニセコ間を運行しています。 

北海道リゾートライナー 
Tel: 011-219-4411
停車場所：ヒラフ第１駐車場、ヒルトンニセコビレッジ、グリーンリーフ

ホテルニセコビレッジ、ノーザンリゾートホテル、ホテル甘露の森、ニセコ
グランドホテル、ホテルあしりニセコ

北海道リゾートライナーもニセコー札幌間を運行しています。 
• http://www.access-n.jp (日本語)

ビッグランズ号 
Tel: 0136-21-2503
ビッグランズ号のニセコエリアでの停車はヒラフウェルカムセンター

（第1駐車場）のみです。

詳細はウェブサイトご覧ください。
• http://bigruns.com/(日本語)
• http://www.nisekogroundservice.com/images/2012-2013-
Season-BigRunsBusTimetable.png(英語)
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貸切バス・ハイヤー

ニセコバス
ニセコバスにはいろいろなタイプのサービスがあります。料金や車種
等の詳細につきましては、直接電話で確認するかウェブサイトを参考
にしてください。

・ http://www.niseko-bus.cbbs.co.jp/  （日本語）

北都交通
北都交通は大型バス、１０人乗りのハイヤーの利用が可能です

・ http://www.hokto.co.jp/chitose_niseko/en/index.html (日本語）

　ニセコエアーポートシャトル
新型の車種を使用したドア・ツー・ドアのバスサービスです。お一人様

から利用をでき、乗車人数によりバス、タクシーなど車両が変わります。
所要時間は約１５０分。
・ http://can-niseko.com （日本語）

スカイバス
スタイリッシュな貸切バスで、最新の予約システムと支払い方法を導 
入しています。団体旅行、個人旅行を問わず旅行業界の経験も豊富で
す。 

・ http://skybus.co.jp/ja/ （日本語）

ニセコ・プレミアム・シャットル
ニセコ・プレミアム・シャットルはスタイリッシュな貸切シャットルサー

ビスです。　英語で対応をできるスタッフが予約の対応をします。　 
・ Tel: 0136-44-2640

  羊蹄ハイヤーは貸切バスと１０人乗りのハイヤーがあります。オプショ  
   ンとして観光案内のサービスを提供しています。海外からのお客様の 
   対応できるよう、経験豊富な、英語を話せるドライバーがいます。
・ http://www.yohtei.jp/ (日本語）

  スマイル観光タクシーは、最新の１０人乗りのバンものもあり、リーズナ   
  ブルな料金設定です。 
・ http://www.smile-kankou.co.jp/ (日本語のみ)

クールスター
豪華なリムジンを用意しています。各車のインテリアはまるでプライベ
ートジェット機のようで、ミニバーがあり、ＤＶＤ鑑賞も可能です。
トイレもあり長距離のドライブや特別なお客様を迎える際に最適
です。多くのＶＩＰのお客様にご利用頂いています。 
Cool Star video

・ http://www.cool-star.jp/movie/japanese01.html (ビデオ)
・ http://www.cool-star.jp/ （日本語）
・ http://www.cool-star.jp/concept_e.html  （英語）

ウェブサイトサイトの上部から中国語のページへのリンクがあります。



緊急対応

警察  110 番
救急車  119 番
消防  119 番
倶知安警察署 Tel: 0136-22-0110
ニセコ駐在所  Tel: 0136-44-2251

病院

倶知安厚生病院
北海道虻田郡倶知安町北４条東１－２ 
Tel: 0136-22-1141
詳しくはウェブサイトで確認できます。
・ http://www.dou-kouseiren.com/byouin/kutchan/english/index.html 

（英語）
・ http://www.dou-kouseiren.com/byouin/kutchan/ (日本語)

受診の案内
・ http://www.dou-kouseiren.com/byouin/kutchan/english/

examination/index.html (英語)
・http://www.dou-kouseiren.com/byouin/kutchan/about/index.html   

(日本語)

 
倶知安厚生病院の救急医療体制について

•  平日８時から１７時が通常診療時間です。可能な限り、医療体制が最
も充実しているこの時間帯に来院するようにお願いします。２１時ま
では緊急に治療が必要な人のみの対応となります。

•  土曜日は倶知安町内の診療所、クリニック、病院で受診をお願いしま
す。倶知安厚生病院では、午前中は一般の診療は受付けていません。
１３時から２１時までは診療が可能です。

•  ２１時から翌朝８時は、救急車で搬送される重病傷者のみの対応と
なります。

•  冬期（12月～3月）のみ英語の医療通訳が常勤していますが、通訳者
を帯同して頂く方が望ましいです。 

ニセコ医院
北海道虻田郡ニセコ町富士見２
Tel: 0136-44-2201

（診療科が限られています。通訳者の帯同をお願いします）

歯科

ニセコ歯科
北海道虻田郡ニセコ町字有島８－１３６
Tel: 0136-43-2225

菊地歯科クリニック 
北海道虻田郡ニセコ町字富士見４９
Tel: 0136-44-1120

医療施設その他

さとう内科医院（内、消、小、放）    Tel: 0136-22-6122
中川クリニック（内、消、放）   Tel: 0136-22-1707
植田整形外科（整）   Tel: 0136-22-1386 
くとさん外科胃腸科（外、胃、肛） Tel: 0136-21-6410
しりべし耳鼻咽喉科（耳鼻咽、ア）   Tel: 0136-21-3387
たいようクリニック（内、循）    Tel: 0136-21-5600 
ようてい小児科・アレルギー科
クリニック（小、ア）    Tel: 0136-22-6633 
倶知安あづま眼科（眼）   Tel: 0136-23-1146 

歯科医院

ロイヤル歯科クリニック   Tel: 0136-22-5585 
中川歯科医院   Tel: 0136-23-2200
伊藤歯科医院   Tel: 0136-22-1595 
カワバタ歯科医院    Tel: 0136-22-6480 
柏谷歯科医院南    Tel: 0136-22-6410 
くにもと歯科医院   Tel: 0136-23-1971 
ほくよう歯科クリニック  Tel: 0136-21-5550
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便利な情報（緊急対応/医療機関）
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便利な情報（銀行/郵便） 

通貨 
現在日本の通貨は円で、4種類の紙幣と6種類の硬貨が流通していま
す。 
 紙幣：1、000円、 2、000円、 5、000円、10、000円
 硬貨：1円、 5円、 10円、 50円、 100円、 500円

現金での支払いが日本では一般的ですが、多くの場所でクレジットカ
ードの利用も可能です。

円もしくはＵＳドルのトラベラーチェックは銀行で簡単に現金化でき
ます。あらかじめ銀行または国際空港、その他外貨両替所で円に両替し
ておく方がいいでしょう。

金融機関/通貨両替
通貨両替は札幌または新千歳空港で行うことをおすすめします。シテ

ィバンクのＡＴＭが新千歳空港国内線2階キャッシュコーナーにありま
す。クレジットカードも利用できます（カードの種類により利用できない
ものもあります）

ニセコ地域内で両替ができるのは、北洋銀行倶知安支店、北海道トラ
ックスひらふ事務所と倶知安郵便局です。

北海信用金庫
ニセコ支店 北海道虻田郡ニセコ町本通７０
• 営業時間：９：００~1５：００
• ＡＴＭ：８：４５~１８：００　(海外発行のカードは使用できません)
• Tel: 0136-44-2111

北洋銀行
倶知安支店 北海道虻田郡倶知安町北1条西1丁目１８
• 営業時間：９：００~１５：００ 
• ＡＴＭ：８：４５~１８：００　(海外発行のカードは使用できません)
• Tel: 0136-22-0181

セブン銀行
セブン銀行のＡＴＭは倶知安町2ヶ所、ニセコ町に１ヶ所あります。場

所はそれぞれの地域の地図で確認してください。
海外発行のカード（ＶＩＳA、マスターカード、アメリカンエクスプレス、

ＪＣＢ，中国銀聯、Circus、Ｄｉｓｃｏｖｅｒのマークがあるもの）が使えま
す。マークが同じでも利用できないカードもあります。ＡＴＭは基本的に
２４時間利用可能です。.

郵便サービス 
ニセコ郵便局

北海道虻田郡ニセコ町本通１０３－１ Tel: 0136-44-2351
 

ＡＴＭ： (国内のカードのみ利用可能)
平日８：４５~１８：００
土曜９：００~１７：００
日祝９：００~１４：００
窓口：
平日９：００~１７：００
土日祝の取扱はありません

倶知安郵便局
北海道虻田郡倶知安町南１東１－１７ Tel: 0136-22-1711

営業時間
ＡＴＭ：
平日８：４５~１９：００
土日祝９：００~１７：００ 

ＡＴＭは海外発行のカード（ＶＩＳA、マスターカード、アメリカンエクス
プレス、ＪＣＢ，中国銀聯、Circus、Ｄｉｓｃｏｖｅｒのマークがあるもの）
が使えます。マークが同じでも利用できないカードもあります。

※お手持ちのカード等が利用できるかどうか、宿泊施設の方に電話で
確認してもらうようにしてください。
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便利な情報（祝日/生活に必要な情報）

日本の祝日
元日   １月１日 年のはじめを祝う 
成人の日 １月第２月曜日 大人になったことを祝いはげます
建国記念の日 ２月１１日 建国をしのぶ
春分の日 春分日 自然をたたえ、生物をいつくしむ
昭和の日 ４月２９日 国の将来に思いをたす
憲法記念日 ５月３日 日本国憲法の施行を記念する
みどりの日 ５月４日 自然に親しむ
こどもの日 ５月５日 こどもの幸福をはかる
海の日 ７月第３月曜 海の恩恵に感謝
敬老の日 ９月第３月曜 長寿を祝う
秋分の日 秋分日 亡くなった人々を偲ぶ
体育の日 １０月第２月曜 健康な心身をつちかう
文化の日 １１月３日 文化をすすめる
勤労感謝の日 １１月２３日 勤労を尊ぶ
天皇誕生日 １２月２３日 天皇の誕生日を祝う

電話のかけ方
国内通話

緑またはグレーの公衆電話で国内に電話をかけることができます。硬
貨かカードを入れてダイヤルします。カードはコンビニエンスストアーま
たは電話ボックスで 購入できます。

ニセコ町の市外局番は０１３６です。

国際電話
国際通話をかける場合、最初に００１（ＫＤＤＩ），００４１（ＩＴ），００６

１（ＩＤＣ）をつけます。宿泊施設から国際電話をかける場合、フロントに
確認してください。 
番号案内サービス（日本国内）

番号案内サービスは１０４番です。英語での通話も可能。住所と名称（
氏名、企業名など）から全国の電話番号を案内してもらえます。

日本国内用携帯電話レンタル
日本国内用携帯電話をレンタルできる会社が日本国内の各国際空港

にはいくつかあります。会社によって料金や予約方法が違いますので、事
前にご確認ください。

特に登山等を計画されている方は安全のため、携帯電話を持って入山
されることをお勧めします。

言語
主な言語は日本語ですが、近年多くの海外からの観光客が訪れるよう

になり、ニセコでは英語と中国が通じるところがたくさんあります。日本
語、英語、中国語メニューを用意しているレストランがたくさんあります。

時間
ニセコは日本の北海道にあり、北緯４２度５０分４６秒、東緯１４０度４

１分４秒に位置しています。グリニッジ標準時より９時間早いです。サマ
ータイム制度はありません。

カトリック教会
近くの倶知安町にカトリック教会があります。
住所：北海道虻田郡倶知安町北５条西１丁目
Tel: 0136-22-1099

図書館 
ニセコ町の市街地にある役場の前の建物が図書館「あそぶっく」です。 
英語の小説や英語、中国語の児童書があり、ショッピングの合間の休憩

場所としても利用できます。 
開館時間：  １０：００~１８：００
休館日：  毎週月曜日と祝日、年末年始、第４金曜日
貸出カード： 長期間ニセコ町に滞在するか、ニセコ町で働いて
  る、またはニセコ町に通学している場合、本を借り 

  るために必要な貸出カードを作ることができます。 
  貸出 カードの申し込みは受付けカウンターで、即 
  発行してもらえます。

インタネット： 無料利用可のパソコンは２台あります。　 
  一回３０分までのご利用になります。　（利用者は
  少ない場合、使用延長は３０分間でsきます。　

託児サービス
ニセコ地域内には、地域住民及び旅行者のための託児サービスがあり

ます。年齢に関係なく、ご両親がスキーや友人と楽しいひと時、又はご夫
婦でロマンティックな時間を過ごしている間お子様をお預かりします。

N-SOULS
Tel: 090-7053-1802
email: info@win-dol.com
ウェブサイト: http//www.n-souls.com  （英語）

インターナショナル・スクール
ニセコ・エリアには定住する外国人が多く、その方々の要望に応え、ニ

セコ町に北海道インターナショナル・スクールニセコ校が開校しました（
２０１２年）。今ではニセコのグローバル化の象徴の１つとなっています。

また、日本の学校の長期休暇に合わせ、「シーズナル・スクール」という
短期間の講座も開講しており、日本国内にとどまらず、アジア諸国の子
供達の英語のスキルアップの場として大変好評を得ています。

Tel: 0136-55-5252
email: his.niseko@his.ac.jp
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便利な情報（宅配便サービス）

宅配便
日本の宅配便業者は、日本全国のホテルやあらゆる場所から利用でき

ます（新千歳空港の内と同様）。日数は２日程度です。北海道内は１日で
届きます。

ヤマト運輸
• Tel: 0120-01-9625 
• http://www.kuronekoyamato.co.jp (日本語)
•  8：00-21：00（年中無休）  

ヤマト運輸は日本国内どこでも、翌日または翌々日に配達してくれ
ます(例外もありますので、ヤマト運輸のウェブサイトで確認してく
ださい) 

宅急便の出し方
   1)ヤマト運輸の営業所又は宿泊施設にある送り状に必要事項を記
入する。

   2) ヤマト運輸の営業所または近くのコンビニエンスストアーなどヤ
マト運輸の取扱店に荷物を持ち込むかヤマト運輸に荷物を取りに来
てもらう。

   3) 冷蔵/冷凍品やスキーやゴルフ用品も可能です。 日本国内、３２の
空港間で荷物の集配ができます。

日本通運
• http://www.nipponexpress.com (英語) 
• http://www.nittsu.co.jp (日本語)
• 世界中へ発送可能（航空便、船便、陸上サービス）
• 冷蔵、冷凍食品も発送できます。
• 特別な輸送も可能(引っ越し、貴重品輸送など)
• 日本中の主要な飛行場で利用できます。

佐川急便
• http://www.sagawa-exp.co.jp/ (日本語)
• 国内宅配サービス、航空便、冷蔵/冷凍輸送など
•  時間、場所、支払い方法が選べ、利用客が自由に選ぶことができま
す。

• 航空便は翌日配達が可能
• 送り状は日本全国の佐川急便の営業にあります。
• 荷物は事前に指定した場所に取りに来てもらえます。
• 日本全国に５０か所の営業所があります。
• 新千歳空港で出荷、受取ともに可能。

佐川航空
• http://www.sagawa-exp.co.jp/english/（英語）

•  航空便を利用して、日本国内、海外に荷物を送ることができます。
• 航空便は成田国際空港を経由します
• 新千歳空港にカウンターがあります。

ＪＡＬ　ＡＢＣ空港宅配
• ABC空港宅配のカウンターは新千歳空港, 成田国際空港、羽田空港
国際線、関西国際空港、中部国際空港にあります。

• 荷物を預け、到着空港のＡＢＣ空港宅配のカウンターで受取ることが
できます。

• パンフレットのダウンロード： 
・ http://www.jalabc.com/common/pdf/airport.pdf  (英語)
• ウェブサイト： 
・ http://www.jalabc.com/jal/bag.html  (日本語)
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PR（刊行物）

海外からニセコに訪れる方々のためのプロモーションの一環として、ニセコ町は英語をはじめ、数カ国語のパンフレットや
地図、プロモーションＤＶＤなどを作成し、ダウンロードできるものもあります。
これらは地元の観光案内所や新千歳空港のインフォーメーションカウンターはもちろん、札幌や東京でも手に入れることができます。日本政府観光局の

海外事務所にある場合もあります。（日本政府観光局http://www.jnto.go.jp)

 ニセコ町観光ガイド
  (英語版と日本語版）

  ニセコ町の総合的なガイドブックの内容は、ニ
セコ町の歴史からニセコ町特産品に至るまで
幅広く網羅しています。（２０１１年１２月発行）

 

 ニセコ町観光マップ 
                         (英語版と日本語版)

  分かりやすい地図で、持ち運びが便利なハデ 
ィタイプです。（２０１１年１２月発行）

 ニセコ町観光マップはダウンロード可能です。
 ・  http://www.niseko.lg.jp/

event/2011/12/001617.html

 
 
 

 ニセコ町の外国語のパンフレット
  英語、広東語、北京語、韓国語があり、ＰＤＦ形

式でダウンロードして、会議の代表者や顧客に
送ることができます。

 http://www.niseko-ta.jp
 （２０１０年１１月発行）

 

ニセコ・フットパスマップ
 ３種類あり、グリーンシーズンに美しいニセコ町を歩いて楽しんでいた
だくための地図です（地図は日本語のみですが、非常に分かりやすいも
のです。 オンラインダウンロードのみ）

  1. 田畑と風景のさと道（濃紺） 
  2. 自然と歴史の道（青）
  3. 文学・歴史の散歩道（茶） 

 
(２０１１年１０月発行)

ニセコサイクリングマップ
 （日本語）
 ニセコエリア全体のサイクリングマップです。　
  （２０１2年7月発行）

ニセコ町五色温泉インフォメーションセンター
 （日本語）
 ニセコ町五色温泉インフォメーションセンター      
                              の紹介パンフレットです。　
  （２０１3年6月発行）
 

二セコ湯めぐりマップ
 （日本語と英語）（二ヶ国語版）
 ニセコ地域の温泉施設を纏めたマップです。　
  （２０１2年10月発行）
 ニセコ湯めぐりマップはダウンロード可能です。
 ・ http://www.niseko-ta.jp/blog/images/
 onsen-map-data2012.pdf
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PR（刊行物）

 ニセコプロモーションマップ
  （英語版と中国語版） 

ニセコ地域を簡単に把握することができるよう
なものなので、ニセコをプレゼンテーションす
る際にとても役立ちます。 
(２０１０年４月発行)

 ニセコプロモーションＤＶＤ
  (英語版と中国語版）  

You Tube ではNiseko.wmvの番組で視聴可
能(2011年6月作成))

 
 ニセコもづくり人

  （印刷されたものは日本語のみですが、要望が
あれば英語に翻訳可能です） 
ニセコ町の素晴らしいものをつくる芸術家職
人を取り上げています。（2011年4月発行）)

 ニセコくらしのガイドブック
  (英語と日本語版)（中国語と日本語版）ニセコ町

で生活するためのハンディタイプのガイドブッ
クです。（2011年10月発行）

 

 

 ニセコ・エクスプレス
  ニセコ地域全体のガイドで、ニセコの歴史から

地域内の特産品の紹介まで幅広い情報を網羅
しています。年1回の発行です。（2011年12月
発行）

 ニセコ湖沼ウォーキングマップ
  ニセコ地域の沼めぐりコースのマップ。
　　　　　　　　　　（201２年12月発行）

                         

 
 ニセコ・ロングステイガイド

  ニセコ地域全体の長期滞在の良さを紹介する
ガイド。（201２年7月発行）

  ニセコエリアガイド 
ニセコリゾートマップ 

  このガイドブックと地図にはニセコ地域のレス
トランやアクティビティなど幅広く掲載されて
います。毎年、ニセコプロモーションボードが
11月～12月初旬に発行し、観光案内所や地域
内の宿泊施設に配布しています。ニセコリゾー
トマップはダウンロード可能です。  
・ http://www.nisekotourism.com/en/
special/access/Vmap_en1206.pdf (英語）

 ・ http://www.nisekotourism.com/files/ 
 access/Vmap_jp1206.pdf（ (日本語）

 



半月湖 Hangetsu Lake photo: sumiko yamada
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ニセコの四季︱春

4月～6月 
気温：   平均気温　3.3℃～19.6℃
服装：   夕方は寒くなります、雪が解けるのが早くなります

が、5月上旬まで春スキーが楽しめます。暖かい服
装を持って来る方が良いでしょう。羽織るものがあ
ると便利です。

春の見どころ：  5月初めのゴールデンウィークから５月中旬にかけ
て桜が満開となります。ぜひカメラをお持ちくださ
い。

春のイベント 
ゴールデンウィーク(5月)  ニセコさくらウィーク

(ニセコ町全体)
5月上旬  ニセコパノラマライン開通  

（冬期通行止めの道道６６号線）
9月まで  ニセコフラワーウォッチング 

（ポテト共和国）
6月上旬  ワイスホルン・ニセコ神仙沼自然休養林山開き
6月第1日曜  ニセコ山開き　五色温泉
6月第1土日  ニセコスカイラリー、パラグライダー 

(ニセコアンヌプリ）
6月中旬  羊蹄山山開き
6月～10月  ニセコアンヌプリサマーゴンドラ
6月下旬  グランヒラフおひろめフェスタ

イベントの日程、内容が変更及び中止となる場合がございます。予めご
了承ください。

ニセコの春 
雪が解け始めると同時に草木が芽を出し、白銀の世界から一転してニセコの大地はカラフルな花々で彩られてます。山々

の木々はいっせいに芽吹き、北海道の自然の魅力のひとつである「春紅葉」が見られます。尻別川は雪解けの水
で雄大な姿となり、ラフティングなどグリーンシーズンのアクティビティに最適な場所になります。約半年の間、人々はこ

の季節を待ちわびているのです。年々このシーズンにニセコを訪れる人々は増加傾向にあります。
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ニセコの四季︱夏

7月～8月
気温：   18.2℃～20.6℃
服装：   陽が沈むと気温が下がるので、暖かなものがよい

でしょう。薄手のカーディガンかジャケットが必要
です。雨が降ることもありますので、雨具もあると
いいでしょう。日焼け対策は必須です。

夏の見どころ:  ひまわりが畑いっぱいに咲き、山の花々は満開にな
ります。写真やトレッキングに最高です。 
す。 
直売所には新鮮な作物がいっぱい・ http://vpla.
snow.ne.jp/ （日本語）
Tel: 0136-44-3433 

夏のイベント
7月第１日曜日  新緑フェスティバル 

（倶知安西小学校樺山分校）
7月上旬～9月中旬  ニセコ花フェスタ 

(ニセコ町　綺羅街道)
7月7日  ガイアナイトしりべし（後志総合振興局）
7月上旬  くっちゃん笑い酒まつり  

（倶知安町市街地）
7月上旬  ニセコＨＡＮＡＺＯＮＯＭＴＢカップ 

（ＨＡNAZONO）
7月中旬  名水の里きょうごくしゃっこいまつり 

（京極町ふきだし公園）
7月下旬  陸上自衛隊倶知安駐屯地記念行事・ サマ

ークロスカントリー大会 
（陸上自衛隊倶知安駐屯地）

7月下旬 倶知安神社大祭 （倶知安神社）
8月上旬   アンヌプリ七夕ウィーク

(ニセコアンヌプリ国際スキー場)
8月3日頃   ニセコ町「七夕の夕べ」　花火大会

（ニセコ町運動公園）

8月初旬頃:  くっちゃんじゃが祭り　花火大会
（倶知安駅前通り）

8月初旬頃:  HANAZONOヒルクライム自転車競技
　　　　　　　　　　　（知安町内から五色温泉まで）
8月7日頃:  いわない怒涛まつり　花火大会

(文化センター特設会場)
8月7日頃:  まっかり花フェスタ

（道の駅まっかりフラワーセンター）
8月第1日曜日  道の駅ニセコビュープラザ直売会誕生祭

（道の駅ニセコビュープラザ）
8月第1日曜日  きょうごくふるさとまつり大花火大会
8月20日頃  ひらふ祭り

(サンスポーツランド)
8月25日  狩太神社祭（狩太神社）

イベントの日程、内容が変更及び中止となる場合がございます。予めご
了承ください。

ニセコの夏
ニセコの夏はアジアの中でも少し違っています。過ごしやすい気温と日の長い夏は、誰もがわくわくする季節です。春に種

をまいた作物が夏に稔り、多種多様な野菜や果物でマーケットはにぎわいます。ニセコでは農家から直接、新鮮な作物を
手に入れることもできます。
山々もトレッキングには最高の季節となり、毎日あらゆるところに美味しいものがあふれます。ニセコで夏を過ごさない

のはもったいないのです。「アドベンチャー」と「リラクシゼーション」が夏のニセコのキーワード。ゴルフ、マウンテンバイク、
ロード・サイクリング、テニス、ラフティング、カヤック、水泳、トレッキング、気球乗り等々。そして最後は温泉。ニセコには様
々な泉質を誇る１５の温泉地があります。.
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ニセコの四季︱秋

9月～10月  
気温：  平均気温　8℃～17℃
服装：  夕方、国立公園内の燃えるような紅葉をぜひ楽しみください。

ただし、気温が急激に下がりますのでお気を付けください。暖
かい日もありますので、脱ぎ着ができるようなものがいいでし
ょう。ジャケットは必要です。例年、10月下旬に初雪がありま
すが、12月までは根雪にはなりません。

秋の見所：ニセコパノラマライン（道道６６号線）紅葉ドライブコース。
              曽我神社の紅葉。

秋のイベント
9月上旬～10月上旬：  ニセコフェスティバルー食べ菜！遊び菜！ニセ

コ収穫祭等（ニセコエリア内各所）
9月中旬：  Niseko Gravity Camps―マウンテンバイ

クイベント（グランヒラフ）
9月下旬～11月上旬：  ＳＬニセコ号―土・日・祝祭日運行 

（ＪＲ北海道　札幌―蘭越）
9月下旬： ニセコマラソン（ニセコ町総合運動公園）
10月上旬：  ニセコフェスティバル「ニセコハロウィン」 

（ニセコアンヌプリ国際スキー場ヌック）
10月上旬～11月3日：  ニセコ町文化まつり 

（ニセコ町民センター）
10月中旬：  ニセコ町産業まつり 

（ニセコ町民センター）

イベントの日程、内容が変更及び中止となる場合がございます。予めご
了承ください。

ニセコの秋
秋は本当に美しい季節です。夜、気温は急激に下がり、山々は万華鏡のように美しく紅葉で彩られ、次々と色が変化して

いきます。ニセコの秋は美味しいものの宝庫です。気温が急激に下がることで、作物の糖度が増し、美味しさが一層増すの
です。
秋の気持ちの良い気候は山登りには最適です。落葉の絨毯の上を歩くのもまた格別です。



秋の風物詩　SLニセコ号 
ＳＬニセコ号は毎年、９月～１１月の間の土、日、祝祭日に運行します。札幌―蘭越間を１日１往復運航します。蒸気をあ

げ、汽笛を鳴らしながら走るJR北海道のSLニセコ号の旅は昔にタイムスリップしたよう気分が味わえます。札幌―ニセコ
間を旅するのもいいですが、倶知安―ニセコ町間だけ乗車することも可能です。

SLニセコ号の内装は昭和初期のデザインを再現しており、その当時の
ロマンを味わいながら旅することができます。サービス精神旺盛な乗務
員が、写真を撮ってくれたり、案内をしてくれたりとさらに楽しい旅へと
誘ってくれます。

札幌―ニセコ間は全席指定席ですが、倶知安、ニセコ又は蘭越間は乗
車券のみでご乗車できます）。

JR各駅でチケットを購入することができます。 ニセコの紅葉を楽しむ
にはSLニセコ号がおすすめです。

SLニセコ号の詳細について
・ http://www2.jrhokkaido.co.jp/global/pdf/e/ml201108.pdf (英語）
・ http://www.jrhokkaido.co.jp/press/2012/120814-1.pdf （日本語）
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ニセコの四季︱冬

緑いっぱいの世界から一瞬にして銀世界に変わり、世界有数のパウダ
ースノーが一面を覆います。ここに来たら、スキー、スノーボードを楽し
むしかないでしょう。

冬のニセコは世界各地から人々が集まり、レストランやバーはいろいろ
な言葉が飛び交い、エキサイティングな場所になります。まさにインター
ナショナルな リゾートなのです。ぜひニセコの冬のストーリーにあなた
の名前を刻んでください。

 

12月～3月 
気温：  1℃～5℃（海抜188ｍ地点） 
服装：  外出時は、雪対策のしっかりとした靴と特別に

暖かい服装をしてください。標高の高い地点の
気温はさらに低くなります。

冬の見所： 尻別川の雪景色とアンヌプリ山にあるスキー
 場から見る羊蹄山。

ニセコの冬
冬は世界中の様々な場所に到来しますが、多くの人は屋内で静かに過ごしたいと考えます。しかしニセコは違います。ニ

セコの冬は楽しむためのもの。この地域の人々は、素晴らしい冬を楽しむため日々働いているのです。スキー、スノーボー
ド、スノーモービル、雪遊びとアウトドアの楽しみが目白押しです。外で雪を楽しんだ後は、温泉にゆっくりつかって疲れを
癒します。地元のベテランガイドによるスノーシュー・ツアーも格別です。ニセコの野生動物について学んでみるのもいい
でしょう。



冬のイベント
11月上旬  羊蹄山味覚フェスタ 

（ヒルトンニセコビレッジ）
12月  Ｘmas キャンドルストリート 

（グランヒラフ）
12月  クリスマスプレゼント 

（アンヌプリ国際スキー場）
11月下旬～12月 各スキー場オープン 
12月31日  大晦日たいまつ滑走＆ニューイヤーカウントダ

ウン 
（グランヒラフ）

12月31日  たいまつ滑走、カウントダウン花火 
（ニセコビレッジ）

1月1日  初日の出ゴンドラ 
（ニセコビレッジ）

1月1日  樽酒鏡割り、餅つき 
（グランヒラフ）

1月1日～3日  ファーストラン、ホットミルクサービス 
（アンヌプリ国際スキー場）

1月上旬  北海道スキー＆スノーボード週間 
（各スキー場）

1月下旬  ニセコ冬の音楽祭 
（倶知安公民館、ＨＡＮAZONO308）

１月下旬～2月末  シーニックナイト 
（倶知安町、ニセコエリア）

2月上旬  さっぽろ雪まつり 
（札幌）

2月中旬～3月末  ニセコトレジャーハント 
（ニセコ町内の宿泊、日帰り温泉施設）

2月中旬  雪トビアフェスティバル 
（倶知安町中央公園、グランヒラフ）

2月下旬  ニセコカップジュニアスキーマラソン大会 
（ニセコビレッジ）

2月下旬  スノーボード合同試乗会「スノーサミット」 
（グランヒラフ）

3月上旬  グランヒラフ　なまら一発杯、おやじスキー大
会 

（グランヒラフ）
3月中旬  スキー＆スノーボートバトルニセコアンヌプリ

フェスタ 
（ニセコアンヌプリ国際スキー場）

3月中旬  ジャイアントスラロームとスーパージャイアン
トスラロームの大会（ニセコモイワスキー場）

3月下旬  クグランヒラフ　親子スキー大会 
（グランヒラフ）

  スノーボードテクニカルマッチシリーズ 
（グランヒラフ）

  全道オールドボーイ大回転競技大会 
（グランヒラフ）

  北海道ジュニアスキー競技選手権大会 
（グランヒラフ）

毎週週末  グランヒラフ　ウィークエンド花火 
（グランヒラフ）

4月上旬  中央バスカップ全道ＧＳ大会 
（ニセコアンヌプリ国際スキー場）

4月上旬  グランヒラフ　倶知安町長杯ニセコスーパー
バンプス　ひらふクラッシク 

（グランヒラフ）
4月上旬  ＨＡＮＡＺＯＮＯ 

ＦＩＳスノーボードクロス選手権 
(ＨＡＮＡＺＯＮＯ）

4月上旬  ニセコ連峰歩くスキー大会 
（チセヌプリスキー場）

4月上旬  ニセコポテトカップ　ニセコモイワカップ 
（ニセコモイワスキー場）

4月中旬  hi! Loaf 　ハイ！ローフ 
（ＨＡＮＡＺＯＮＯ）

イベントの日程、内容が変更及び中止となる場合がございます。予めご
了承ください。
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スキー場︱ニセコユナイテッド

ニセコユナイテッド
ニセコアンヌプリ山（1,308ｍ）の裾野に広がる４つのスキー場は連携して運営されており、これを「ニセコユナイテッド」と呼んでいます。「ニセコユナ

イテッド」ではニセコ全山共通リフト券を販売しており、ニセコ全山共通リフト券があれば各スキー場間連絡バス「ニセコユナイテッドシャトル」に無料
で乗車できます。ニセコ積丹小樽海岸国定公園、ニセコ連山の東端「ニセコアンヌプリ」に位置します。ユーラシア大陸からの季節風は日本海でたくさん
の水分を含み、雪雲となってニセコの冬に世界でも有数なパウダースノーを運んでくれます。ニセコアンヌプリ山の豊富な地形、美しい冬の森の中で、忘
れられない最高の滑走体験をお楽しみください。

ニセコユナイテッドについての詳細はウェブサイトをご覧ください。 
・ http://www.niseko.ne.jp/ (日本語) (多言語のサイトもこちらからアクセスをできます）
・ http://niseko.ne.jp/en/index.html (英語)
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スキー場︱ニセコアンヌプリ国際スキー場

ニセコアンヌプリ国際スキー場
ニセコアンヌプリ国際スキー場は広大でなだらかな斜面が続くスキー場。白い岳樺の木々を眺めながら、のんびりと優雅な滑りが楽しめます。このス

キー場はニセコアンヌプリ(山)の南斜面に位置し、遅い午後の柔らかな光はスキー場の眺めを引き立てます。ニセコノーザンリゾートアンヌプリホテル
はスキー場に繋がっるホテルです。このほかスキー場のふもとにはホテルニセコいこいの村もあります。バス停、スキースクール、レンタルショップ、多彩
な宿泊施設、レストランも徒歩で行くことができます。ニセコ全山のパスが使用できます。

雪のない季節、この地域はマウンテンバイクを楽しめる場所として知られています。ゴンドラにマウンテンバイクを乗せ、冬とは一味違う魅力を味わうこ
とができます
コース情報 

No. コース 最大斜度 平均斜度 全長  
1 チャンピオン

コース
25° 21° 565ｍ

2 パノラマコース 24° 19° 475ｍ
3 ユートピアコ

ース
22° 15° 600ｍ

4 シルバーコース 22° 20° 150ｍ
5 Ｓ字コース 20° 14° 700ｍ
6 白樺コース 20° 16° 800ｍ
7 パラダイスコ

ース
12° 11° 560ｍ

8 ファミリーコ
ース

11° 6° 580ｍ

9 メルヘンコース 28° 18° 277ｍ
10 ジュニアコース 13° 9° 960ｍ
11 チャレンジコ

ース
33° 21° 250ｍ

12 ダイナミック
コース

33° 19° 390ｍ

13 深雪林間コ
ース

34° 24° 400ｍ

リフト情報
リフト名 距離 所要時間 必要ポイン

ト数 
アンヌプリゴンドラ 2、274m 8 分 4 ポイント

ジャンボ第１クワッドリ
フト 1、117m 5 分 2 ポイント

ファミリーペアリフト 517m 4 分 1 ポイント
ジャンボ第２ペアリフト 764m 6 分 1 ポイント
ジャンボ第３ペアリフト 569m 4 分 1 ポイント
ジャンボ第４ペアリフト 605m 4 分 1 ポイント 

リフト券:
• ニセコ全山パスが使用できます。
•  リ5時間券、8時間券、1日券、2日～7日券、ナイター券、シーズン券が

あります。
• リフト券は７日間利用券が最長で、時間単位、ポイント制もあります。
•  リフトとゴンドラは単体でまたは時間単位で利用することもできま

す。 
料金は時期により異なりますので、予めウェブサイトで確認するか、
スキー場に直接お問い合わせください。スキー場のコースマップは、
ニセコユナイテッド内のウェブサイトからダウンロードできます。 
また地域内の宿泊施設にもあります。

• リフト運行期間：11月下旬～５月初旬(雪の状態により異なります。）
• リフト運行時間：8：30～21：00
• ナイター営業時間：16：30～21:00 (12月初旬～３月初旬)

※　営業期間・時間について雪の情況により異なります。　以下のリン
ク又は連絡先にて確認をしてください。
ウェブサイト:
・ http://annupuri.info/winter/ （日本語）
・ http://annupuri.info/winter/english  (英語）
(英語：冬期の情報のみ)

お問合わせ:  
〒048-1511　北海道虻田郡ニセコ町字ニセコ485
Tel： 0136-58-2080



コース情報  
No. コース 最大斜度 平均斜度 全長  

1 ワンダーランド 25° 14° 960ｍ
2 迂回路 　 　 　
3 シュノーケル 　 　 　
4 だべさ 26° 8° 1880ｍ
5 じょっぴん 35° 13° 970ｍ
6 ざんぎ 24° 20° 500ｍ
7 ねこの壁 　 　 　
8 ジャンクヤード 35° 13° 970ｍ
9 こんぶ 　 　 　
10 スーパーステイシ

ョン 35° 13° 970ｍ
11 じゃがいも 26° 17° 250ｍ
12 エンチャイトメント 　 　 　
13 なまら 27° 18° 650ｍ
14 メイクセンス 　 　 　
15 みそしる 32° 25° 850ｍ
16 アンフォゲッタブル 　 　 　
17 クルーザー 17° 7° 900ｍ
18 ピュアマジック 　 　 　
19 こぐま 27° 12° 350ｍ
20 ばんざい 15° 7° 950ｍ
21 ドントブリンク 24° 11° 260ｍ
22 ネクストステージ 　 　 　
23 シェイキーニーズ 9° 4° 650ｍ
24 ヤードセール 　 　 　
25 ファイナルフリング 13° 5° 700ｍ

リフト情報 
リフト名 距離 所要時間 必要ポイン

ト数 
ワンダーランドチェアーA  839ｍ 5 分 1 ポイント
ワンダーランドチェアーB 802m 5 分 1 ポイント 
カントリーロードチェア 1、016m 7 分 １ポイント

森のチェア 1、093m 8 分 1 ポイント 
ニセコゴンドラ 2660m 9 分 4 ポイント
バンザイチェア 427m 4 分 1 ポイント

コミュニティチェア 682m 5 分 1 ポイント 

リフト券: 
•  リフト券はニセコビレッジスキーセンターまたはゴンドラ乗り場で購

入できます。
• ニセコ全山パスが使用できます。
• ６歳以下のお子様は無料です。
• リフト券は７日間利用券が最長で、時間単位、ポイント制もあります。
• ゴンドラ券は単体で購入できます。
• オフシーズンは割引があります。詳細はスキー場にお尋ねください。
• リフト運行期間：12月初旬～4月初旬（雪の状態により異なります）
• リフト運行時間：8：30～16：30　（要問合せ）
• ナイター営業時間：16：30～20：00（12初旬～3月下旬）

※　営業期間・時間について雪の情況により異なります。　以下のリン
ク又は連絡先にて確認をしてください。

• 
ウェブサイト:
・ http://www.niseko-village.com (英語、日本語、中国語)

お問合わせ：
〒048-1592　北海道虻田郡ニセコ町東山温泉
Tel: 0136-44-2211
Fax: 0136-44-3990

ニセコビレッジスキー場
ニセコアンヌプリ(山)の南斜面に大きくはりだした斜面があるスキー場。エキサイティングな滑りが楽しめ、中間部は斜面変化の宝庫です。上部は森林

限界を超え、とても広いオープンバーンとなっています。晴れた日には太平洋が望めます。麓には優雅なリゾートライフが楽しめるヒルトンニセコビレッ
ジとグリーンリーフホテルがあります。ニセコ全山のパスが使用できます。レンタルショップやトナカイぞり、スノーモービルなど冬のアクティビティも充
実していています。

春から秋にかけては、ゴルフと自然体験グラウンド「ピュア」が人気です。ピュアでは木々の中をトレッキングしたり、ゴルフカートに乗って景色を楽しん
だり、スナッグゴルフに挑戦したりすることができます。
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スキー場︱ニセコビレッジスキー場



グランヒラフ
羊蹄山を目の前にした広大なスキー場。昭和３６年、ニセコエリアで最

初にリフトが設置されました。下部は地形変化に富んだダイナミックな
コース。中間部は岳樺の森の中のなだらかなコースレイアウト。上部の1
、000ｍ台地周辺は森林限界を超え、開放的なオープンバーンで滑走が
楽しめます。ホテルニセコアルペンがコースに直結しています。麓にはヒ
ラフ・ビレッジが広がっています。

スキースクール、カフェやレストランがスキー場から徒歩圏内にありま
す。温泉はホテルニセコアルペン及びひらふローワービレッジ内(ゆころ
温泉)にあります。

スキーやスノーボードだけでなく、特に冬はアウトドアアクティビティ（
スノーモービル、スノーラフティング、チューブライディング、ＨＡＮＡＺＯ
ＮＯアドベンチャーパークなど）を楽しむこともできます。

春から秋には、ニセコ東急ゴルフコースは羊蹄山の望む表情豊かなコ
ースが楽しめます。またサマーゴンドラも人気です。ゴンドラは50周年を
記念して2011年にリニューアルしました。

 ※ホテル二セコアルペンにはマッサージ、鍼灸院、岩盤浴、温
泉、そしてこの地域で唯一のプールもあります。
コース情報

No. コース 最大斜度 平均斜度 全長
1 ラージコース 32° 19° 650m
2 ダイナミックコース 30° 18° 530m
3 白樺コース 20° 13° 945m

4 センターコース 25° 12° 900m

5 林間コース 17° 14° 780m
6 ジャンボコース 34° 17° 1、200m
7 パラレルコース 25° 14° 575m
8 せんの木コース 30° 10° 1、080m
9 ファミリーコース 17° 7° 750m
10 初心者迂回路 20° 14° 342m
11 スーパーコース 35° 18° 1、220m
12 フリココース 30° 20° 460m
13 国体コース 34° 18° 1、100m
14 グリーンコース 25° 14° 840m
15 粉雪コース 37° 21° 403m
16 見晴コース 32° 18° 880m
17 ホリデーコース 19° 9° 2、883m
18 望洋コース 20° 11° 700m
19 高原コース 16° 10° 595m
20 キングエリア連絡通路 10° 4° 300m
21 温泉沢コース 40° 16° 268m
22 アルペンコース 28° 15° 814m

リフト情報
リフト名 距離 所要時間 必要ポイント数 

キング第４ 526m 4 分 1 ポイント
キング第３トリプル 1、186m 5 分 2 ポイント 

エース第３ペア 881m 5 分 １ポイント
スイングモンキー 1、139m 5 分 2 ポイント 

キング第２クワッド 1、719m 7 分 2 ポイント 
エース第２センターフォー 427m 4 分 1 ポイント

ヒラフゴンドラ 1、878m 8 分 4 ポイント 
ホリデー第１ペア 669m 6 分 1 ポイント 
キング第１ペアＡ 582m 4 分 1 ポイント
キング第１ペア B 582m 4 分 1 ポイント

エース第1ペア 626m 6 分 1 ポイント 
エースファミリーペア 598m 6 分 1 ポイント

リフト券:
• リフトは１１基。
• ニセコ全山パスが使用できます。
•  初心者、中級者、上級者用コース有り。スキー場のオープン情報はグ
ランヒラフのウェブサイトでご確認ください。

•  リフト券は１ポイントから時間、日数毎、シーズン券、ナイター券など
があります。シーズンオフは割引があります。

•  リフト運行期間：１１下旬～５月初旬(雪の状態により異なります)
• リフト運行時間：8：30～16：30
• ナイター営業時間：16：30～21：00(１２月初旬～３月下旬)
• 

※　営業期間・時間について雪の情況により異なります。　以下のリン
ク又は連絡先にて確認をしてください。

ウェブサイト：
http://www.grand-hirafu.jp　（日本語と英語）

住所：〒044-0081　北海道虻田郡倶知安町字山田204
お問合わせ：
・ グランヒラフ  0136-22-0109
・ ホテルニセコアルペン 0136-22-1105
・ ニセコ東急ゴルフコース 0136-23-0109

さらに詳しい情報は
・http://www.grand-hirafu.jp/winter/mountain/gelande.html 
(日本語）
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コース情報  
No. コース 最大斜度 平均斜度 全長  

1 羊蹄
サンセット 20° 19° 1、238m

2 連絡コース 10° 10° 281m
3 17° 7° 1、047m
4 クリスタルガ

ーデン 30° 14° 896m

5 レジェンドオ
ブシンヤ 26° 11° 1506m

6 ステアウェイ
トゥヘブン 22° 16° 624m

7 Hanazono 
パーク 20° 8° 3、300m

8 シルバードリ
ーム 23° 16° 257m

接続コース

リフト情報 
リフト名 距離 所要時間 必要ポイン

ト数 
花園第１クワッド 1、627m 7 分 2 ポイント 
花園第２クワッド 743m 3 分 2 ポイント 
花園第３クワッド 1、102m 5 分 2 ポイント 

リフト券 
• ニセコ全山のパスが使用できます。
• リフトは３基。１２月上旬から４月上旬まで
• ナイター営業はありません。
•  ＨＡＮＡＺＯＮＯパークは冬期のみ営業。スノーモービル、スノーラ

フティング、スノーシューなどのアウトドアアクティビティが楽しめ
ます。

• ＮＩＳＳスキースクールが麓にあります。
東急ゴルフコースはＨＡＮＡＺＯＮＯにあります。この地域はグリーンシ

ーズンには豊富なアクティビティ(ラフティング、マウンテンバイク、キャニ
オニングなど)が楽しめます。詳細は下記ウェブサイトでご確認ください。

宿泊施設のリストにウェブサイトへのリンクがあります。

冬期、シャトルバス(ニセコ全山パスをお持ちの方は無料)が運行してい
ます。詳細はニセコユナイテッドのリンクで確認してください。

リフト運行期間：12初旬～4月初旬（雪の状態により異なります）
リフト運行時間：8：30～16：00（時期により30分ほど差があります）

※　営業期間・時間について雪の情況により異なります。　以下のリン
ク又は連絡先にて確認をしてください。
ウェブサイト 
・ http://www.hanazononiseko.com (日本語と英語)

お問い合わせ：
日本ハーモニーリゾート株式会社
〒044-0081　北海道虻田郡倶知安町字山田179-8 ３Ｆ
Tel: 0136- 21- 6655 
・ ＰＤＦ： http://hanazononiseko.com/ja/winter/more-

information/pdf/TrailMap_JP_2012-2013.pdf （日本語）
・ http://hanazononiseko.com/en/winter/trail-map/index.

html (英語）

ＨＡＮＡＺＯＮＯ  
ニセコアンヌプリ(山)東斜面に位置する原生林に囲まれたスキー場。東斜面のコースは雪質が良いことで人気です。スキー
場下部にあるフリーライドスキーパークの充実度はニセコで一番です。上部からは余市岳、無井根山、羊蹄山が視界に広が
り、初心者から上級者までロングラン滑走が楽しめます。麓の「３０８」では大きな窓からニセコアンヌプリの雄大な姿を眺め
ながら食事を楽しむことができます。
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この自然がくれた最高のロケーションは多くの愛好家たちを長年魅了
し続けてきました。1966年（昭和41年）に正式に「ニセコモイワスキー
場」として開設され、それ以来、モイワはパウダースノーを超えるチャン
パーンスノーで最高なスキーが楽しみます。国内外のスキーヤーから親
しまれ、近年ではオーストラリアやヨーロッパから多くのスキーヤーや
スノーボーダーが訪れる「プライベート感覚のゲレンデ」として愛されて
きました。

山麓センターロッジでは、リフト券の購入をはじめ、レンタルの受付や
各種イベント情報の発信など、さまざまなサービスがあります。気軽に利
用できるコーヒーショップやくつろぎのレストランをはじめ、広 と々した
更衣室、全室ウォシュレット完備のパウダールームなど、快適なひととき
を楽しむことができます。
コース情報 

No. コース 最大斜度 平均斜度 全長  

1 ジャイアント
コース 30° 　 1、200m

2 エキスパート
コース 30° 　 1、800m

3 林間コース 33° 　 2、400m
4 スカイコース 32° 　 2、800m
5 白樺コース 20° Ungroomed 300m
6 メーンバーン 17° 　 1、400m

リフト情報 
リフト名 距離 所要時間 必要ポイント数 

A フード付き
クワッドリフト 1、574m n/a n/a

B ペアリフト 919m n/a n/a
C ペアリフト 392m n/a n/a

レストラン営業時間： 10:00 – 15:00. (定員200)
スキー・スノーボードのレンタル 
（カービングスキー、ファットスキーのレンタル有り。板、ブーツ、ポー
ル、ウェアーのみのレンタルも可）

営業時間：10:00 – 15:00 
※　営業期間・時間について雪の情況により異なります。　以下のリン
ク又は連絡先にて確認をしてください。

お問合わせ：
ニセコモイワスキーリゾート
〒048-1511　北海道虻田郡ニセコ町字ニセコ448
営業時間: 8:30-16:00　（ナイター運行時～21：00）
駐車台数：200台
℡: 0136-59-2511 

ウェブサイト:  
・ http://www.niseko-moiwa.jp/index.html 

(日本語)
・ http://www.niseko-moiwa.jp/english/index.html

（英語）

ニセコモイワスキーリゾートはニセコ全山パスの利用はできませんが、その歴史は1919年（大正8年）にまで溯るほど
ニセコの中でも歴史のあるスキー場です。当時はまだリフトもない時代で、スキーヤーは数時間かけて山に登り、スキーを
楽しみました。類まれな雪質と豊富な降雪量、小さいながらも末広がりの素直なコース。さらにモイワはとても眺めが良
く、特に晴れた日に見る羊蹄山の美しさは格別です。
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スキーゲレンデの外はスキー場ではなく、管理されていません。ニセコルールとは、ゲレンデの外のパウダーを楽しむ全てのスキーヤー、スノーボーダ
ーの自由を尊重し、その安全のために設けられたルールです。

また、ゲレンデ外のコンディションは、毎日「なだれ情報」として配信しています。 
なだれ情報ウェブサイト http://niseko.nadare.info/ （英語、日本語）

ニセコルールについては、下記からＰＤＦ形式でダウンロードできます。
http://www.niseko.ne.jp/rules/11-12Niseko_Rule_JPEN.pdf

「ロープをくぐってはならない」

  春の滝、及び湯の沢立ち入り禁止区域に入ってはいけない。
  ロープをくぐってはならない。違反者はスキー場利用を拒否される場合がある。
  スキー場外の安全管理は行われていない。
  ゲートが閉じられている時はスキー場外に出てはならない。
  ニセコ雪崩情報はニセコルールの公式情報である。
  スキー場外での捜索救助には費用が請求される。
  スキー場パトロールの指示に従うこと。
 小学生のみのスキー場外滑走を禁止する。ただし少年団活動など指導者及び保護者同行を除く。
  スキー場と地域は利用者の自由を尊重しその安全に重大な関心を持つ。 
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ニセコの宿泊施設
旅の楽しみである宿泊施設。ニセコには様々なタイプの宿泊施設があり、ご予算やお好みに合わせてお選び頂くことができます。国際的に名のある大

型ホテルはもちろん、小規模なデザイナーズホテル、異国情緒溢れるコンドミニアム、日本的な旅館からアットホームなペンション、バックパッカーや公設
キャンプ場までバラエティ豊かに揃っています。

宿泊施設のご予約お問い合わせは

http://www.niseko-ta.jp 
（ニセコ観光協会）
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ニセコのレストラン
ニセコには趣向を凝らしたメニューが自慢のレストランがたくさんあります。レストランを探索してみると、きっと大好物の料理や探していた味が見つ

かるでしょう。
レストランはニセコ町内のいろいろな場所にあります。眺めのいいレストランは特に人気で、羊蹄山を望むロケーションは特等席です。スキー場の雄大

な風景、趣のある景色、心温かくなるような情景がニセコのグルメを一層引き立ててくれます。お好みのスポットを見つけてください。
ニセコ町内の飲食施設では数ヶ国語のメニューが用意されていますので、安心して、素晴らしいひと時をお過ごしいただくことができます。

休日はニセコでコーヒーを！
コーヒー好きな方にはぜひニセコを訪れることをおすすめします。世界中からたくさんの人々が集まって来るニセコでは当然、コーヒー、紅茶のレベル

は高くなります。自家焙煎のコーヒー店、エスプレッソの美味しい店など、お近くの店のコーヒーをご自身でチェックしてください。カフェめぐりもニセコ
の大きな魅力です。
人気の野菜直売所

地元の人が足繁く通う野菜直売所が「ニセコビュープラザ直売所」です。ニセコの肥沃な大地が育む野菜がリーズナブルな価格で購入できると観光客に
も大変人気です。春はアスパラガス、行者ニンニク、夏はメロンやトウモロコシ、トマト、秋にはホクホクのジャガイモ、カボチャなど、朝採り野菜が百花繚乱
です。
ニセコニュープラザ直売所（ニセコ道の駅ビュープラザ内）
Tel: 0136－44－3433
ウェブサイト: http://vpla.snow.ne.jp/

ニセコにはいろいろな料理が楽しめるレストランやカフェがたくさんあります。その日の気分や予算、お好みに合わせて
お選びいただけます。地元の農家の野菜を使ったレストランはどこも大人気です。地元で採れたものをその土地で食べる
という究極の贅沢を味わうことができるからです。この贅沢がニセコに人々を惹きつけてやまない理由のひとつです。 
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店名（ジャンル別） カテゴリー 場所 営業時間 電話番号
市外局番0136 定休日

そば・寿司・和食
くいしんぼう福 食事処 市街地 11:00–14:00/17:00–20:00 44-2980 水曜（祝日の場合は翌日）
花吉 寿司　居酒屋 市街地 17:00–23:00 (L.O.22:30) 44-3444 月曜
まぐろ屋十割 そば　食事処 市街地 11:30–14:00、  

17:00–19:30 44-3561 月曜
そば処　楽一 そば アンヌプリ 11:00–15:00 (売切次第終了)

17：00～（要予約　そば懐石） 58-3170 木曜（祝日の場合は営業) 
飲み食い処　プラス１ 食事処 アンヌプリ 11:30–14:00、 17:00–20:30 58-3568 無休
開花亭 食事処 元町 11:30–20:00 44-1550 不定休
ごはん屋　とおのつき 食事処 里見 11:30–14:30 44-3565 月曜、火曜、水曜
ごまそば処　五陣屋 そば　食事処 元町 11:00–15:00、 17:00–20:00 44-3504 不定休
そば処　おおはし そば 元町 (夏のみy) 11:00–15:00 44-1415 無休
手打ちそば　ようてい庵 そば 元町 10:55–16:05 (売切次第終了) 44-1237 火曜（12月～3月は月曜、火曜）

ファーマーズダイニング　 
U-respa(ウ・レシパ) カツ定食　食事処 元町

11:00–15:00 (ランチ);
15:00–17:00 (喫茶)
17:00–20:00 (ディナー)

44-3700 火曜

洋食・レストラン
カフェテラス　楓 レストラン アンヌプリ (5月–10月.) 11:00–16:00; 59-2600 不定休　（5月-10月）月曜、火曜.
レストラン＆ペンション　ビスタ
ーレ・カナ ネパールカレー アンヌプリ (平日) 11:30–15:00 

(7/20-9/23) 11:30–19:30 58-3330 不定休

eff eff（エフエフ） ソーセージ アンヌプリ (レストラン) 11:00–15:00 
(ショップ) 9:00–18:00 58-3162 火曜　（4月、11月は不定休.)

M’s Café (セゾンクラブ内) ●レストラン 曽我 11:00–14:00 44-3380 木曜　（7/28-8/末までは不定休）
ミルク工房レストラン PRATIVO ●レストラン 曽我 11:00–16:00 (L.O. 15:00) 55-8852 木曜.
ペンション＆レストラン  
You You レストラン 曽我 11:00–21:00 44-3302 火曜(7月～10月は無休.)

レストラン　シェーンベルク レストラン 近藤
(夏) 9:00–16:00; （売切次
第終了）
(冬) 11:00–15:00

44-3756 木曜　

ブラックダイヤモンド　バー＆
グリル レストラン 曽我

【昼】午前11：30～午後14：30
【夜】午後17：00～午後22：00
ラストオーダー午後21：30

44-1144 不定休

焼き肉、お好み焼き 
ラーメン、焼きとり
焼肉店　春香園 焼き肉 市街地 17:00–24:00 44-2089 月曜

バーベキューハウス　木々亭 焼き肉 アンヌプリ 12:00–14:30 (L.O. 14:00); 
17:00–21:30 (L.O. 20:30) 58-3111 無休　（営業時間は季節により変動

します）

お好み焼き　じゅう お好み焼き 曽我
(夏) 12:00–22:00
(冬 平日) 16:30–22:00 
(冬 土日祝)12:00–22:00 

44-2336 水曜、第3火曜

ニセコロフト倶楽部 ジンギスカン 曽我
(夏) 11:30–14:30、 
17:30–21:30 (L.O. 20:30)
(冬) 17:30–21:30  
(L.O. 20:30)

44-2883 無休

麺ダイニング　 曽我 ラーメン 食事処 曽我 11:30–21:00 43-2205 年末年始
ロッジ10 [TEN] ラーメン 曽我 11:50–15:00 44-2910 月曜、火曜、水曜

中華レストラン　広州屋台 中華 元町
(平日) 11:30–14:00、 
17:30–20:00
(土日祝)11:00–14:00、 
17:0020:00

43-2756 水曜と不定休

くしや 焼き鳥 市街地 18:00–24:00 55-8863 木曜

ニセコジンギスカン ジンギスカン 曽我
【昼】午前11：00～午後3：00
【夜】午後17：30～午後21:30
ラストオーダー午後21:00

55-5621 火曜

喫茶・軽食
カフェレストラン　アプリコット 喫茶 市街地 11:30–18:00 44-3426 月曜

茶房　ヌプリ（JRニセコ駅内） ■喫茶　カレー 市街地 11:00–19:00 (L.O. 18:45) 44-2619 水曜

寿楽庵（綺羅乃湯内） 軽食　食事処 市街地 11:00–15:00、  
16:30–22:00 (L.O. 21:30) 44-1100 水曜（祝日の場合は翌日）

高野珈琲店 ■喫茶 市街地 10:00–18:00 (L.O. 17:30) 
(Beans are sold until 19:00) 44-1620 火曜　水曜

ニセコ ティールーム(Niseko Tea 
Room) ●喫茶（飲料） 市街地 （夏） 09：00－17：00

（冬）１０：００－１６：００
090-1491-
3263 木

ご飯屋ペンションふみふみ 喫茶 曽我 11：30-15：００ 44-3625 不定休
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店名（ジャンル別） カテゴリー 場所 営業時間 電話番号
市外局番0136 定休日

カフェピッツェリア デルソーレ ●ピザ アンヌプリ 12:00–15:00、 
18:00–22:00 58-3535 （夏）水曜、第2・4木曜　（冬）水曜

Café grove（カフェグローブ） ●喫茶　食事処 曽我
(夏) 11:30–15:00、 
18:00–21:00 
(冬) 平日：16:00–23:00 
土日：11:30–23:00

54-2525 水曜

カフェ＆トールペイント工房　
メープル 喫茶　軽食 曽我

(5月-10月) 10:00–19:00
、
(11月-4月.) 11:30–
17:00

44-3820 木曜

革と珈琲fan fun 
（ファンファン） 喫茶 曽我 10:00–17:00 *050-7551-

2688 火曜

こむぎ野 喫茶　軽食 曽我 (4月-10月) 
11:00–16:00 44-1335 土曜、日曜、月曜、火曜 

（水、木、金曜日のみ営業）
花きゃべつカフェ 軽食 曽我 11:00–15:00 *080-6087-

0292 冬期休業（9月下旬～6月上旬）

hourglass（アワグラス） カレー　ピザ 曽我 (4月下旬.–11月上
旬)12:00–14:30 43-2180 月曜（祝日の場合は直後の平日）

Dog Café Dining GOO 軽食　喫茶 曽我 (5月中旬-10月上
旬.)11:00–15:00 44-3618 火曜、水曜、年末年始

リバーフォレスト 喫茶 曽我 (ドリンクのみ) 11:00–
17:00 43-2500 不定休

しろくまカフェ ランチ他 里見 11:00–14:00
(18:00–22:00 予約のみ) 44-3368 水曜、木曜

室蘭やきとり 焼き鳥 元町 (夏のみ) 10:00–16:00 *080-5590-
9925 不定休

picnic（ピクニック） 軽食　喫茶 近藤 11:30–14:00 
(売切次第終了.)

*090-8814-
6335 月曜、火曜、水曜

チーズ・パン・スィーツ
SEED BAGEL & COFFEE ●ベーグル　喫茶 市街地 8:00–18:00 55-5331 Sun./Mon.

ニセコチーズ工房 チーズ　喫茶 曽我 10:00–17:00  
(冬は16:00 まで) 44-2188 Tue./Wed.、 open every day 

during Aug.
ニセコミルク工房 ●アイスクリーム 

スィーツ 曽我 9:30–18:00  
(夏休み期間は18:30まで) 44-3734 　

ニセコフロマージュ チーズ 東山 (夏) 10:00–18:00、 
(冬) 10:00–17:00 44-3471 （夏）無休　（冬）水曜

奥土農場　石釜パン工房 パン　喫茶 近藤 10:00–18:00 44-1095 不定休

カフェヒュース ワフル 富川 13：00－18：00 44-2544 火曜、水曜

居酒屋・スナック・バー
居酒屋　次郎長 居酒屋 市街地 18:00–24:00 44-2521 日曜

居酒屋　松 居酒屋 市街地 18:00–24:00 44-3656 日曜、祝日

酒肴（さけどころ）らくだ 居酒屋 市街地 18:00–24:00 55-5817 日曜.

スナック ai スナック　カラオケ 市街地 19:00–2:00 44-2805 不定休

スナック　青い鳥 スナック　カラオケ 市街地 19:00–1:00 44-2811 日曜

スナック　いいとも スナック　カラオケ 市街地 19:00–24:00 44-1560 日曜

スナック　ルピナス スナック　カラオケ 市街地 19:00–24:00 44-3569 日曜

唐火七（からびな） 居酒屋 アンヌプリ 18:00–24:00 50-2850 火曜（冬期は無休）

 (エスプレッソコーヒー　●)　（自家焙煎■）
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ワイン、日本酒
ニセコを訪れるなら、休暇や出張など目的に関係なく忘れてはいけな

いのが、地元の日本酒、北海道のワインです。

「テロワール」という言葉をご存じでしょうか。テロワールとは土壌や
風土のこと。意味するところは地元の酒やワイン、ビールは地元の料理が
一番合うということです。ニセコの酒、ワインをニセコの特産品と一緒に
味わうことで、ニセコの人々や伝統をサポートすると同時に、旅をさらに
豊かなものにしてくれます。

日本酒
ニセコはもともと酒米の生産地としては知られていませんでし

た。1997年、ニセコの農家8名が力を合わせ、質の高い日本酒の生産に
成功しました。その名が「蔵人衆」です。酒米生産技術の高さの賜物でも
あります。
「蔵人衆」は合鴨農法で栽培した無農薬米を使用しています。秋にな
り米を収穫し終えると、この鴨は地元のレストランやホテルでジビエとし
て楽しまれます。

また酒を作る際、米を精米しますが、副産物として米粉ができます。こ
の米粉を利用し、しっとりとした美味しいパンやケーキなども作ってい
ます。
「蔵人衆」はニセコの特産品と一緒に味わうのが最高です。また、家族
や友人へのお土産品としても大変喜ばれています。

「蔵人衆」取扱店
前田商店 
Tel: 0136-44-2433
道の駅　ニセコビュープラザ
Tel: 0136-44-3433

米粉を使用したパンの購入先
花地蔵
Tel: 0136-23-0331
http://hanajizoh.net/

その他購入できる店舗は、別紙「ニセコ町商工会リスト」をご覧ください。

ニセコの地酒「蔵人衆」ブランド商品
「蔵人衆」はニセコ町で栽培された酒米「彗星」を使った特別純米酒で
す。その酒粕を利用して、羊羹や煎餅、最近人気の塩麹も「蔵人衆」ブラン
ド商品として販売されています。また、焼酎やマッコリも作られており、お
土産等に人気となっています。
これらの商品は「道の駅ビュープラザ」、「綺羅乃湯」及びニセコ町内主

要ホテルでお買い求め頂けます。

ワイン
北海道にはそれぞれ特色を持った14以上のワイナリーがあります。近

年これらのワイナリーを巡る旅が人気となっています。ワインの情報はイ
ンターネットで確認できます。北海道では日本の中でも高品質なブドウ
栽培に適した地域で、いろいろな品種が栽培されています。　　

日本の中でも冷涼な北海道は世界中から注目されている地域であり、
北海道が国際的なワイン栽培地域に名を連ねる日も近いでしょう。

北海道ワインについて詳細は下記をご覧ください。
・ http://dosanwine.jp/ （日本語のみ）
・ http://www.ec-pro.co.jp/hokkaido-pedia/pdf/201109/
september_0809.pdf （英語、中国語）

松原ワイン
Tel: 0136-57-5758
ニセコ地域で育ったブドウで造られたワインを、ニセコの特産品と一緒

にお楽しみください。

月浦ワイン
Tel: 0142-73-2988
洞爺湖近くの町にあるワイナリーです。2008年のＧ8サミットで供され

たワインとして知られています。　　
自社畑で育てたブドウを自社で醸造しています。ニセコ近郊の畑のブ

ドウで造られた「月浦ワイン」とニセコの食べ物の相性は最高です。

ニセコの美味しい水―100%自然の湧水―
ニセコは羊蹄山やニセコ連山の自然湧水が汲める名水スポットがたく

さんあり、ニセコ町は水質保全にも力を入れています。
ニセコ町内の水は羊蹄山を水源としています。羊蹄山の雪解け水と地

下からの湧水にはミネラルが豊富に含まれ、50年から100年かけて、地
下から湧き出してきます。羊蹄山からは1日530，000ｔの水が湧き出し
ており、水源では、直接新鮮な湧水を自分で汲むことができます。有名な
名水スポットの一つが昆布にある「甘露水」です。.

44
Niseko Product directory

酒、ワイン、自然の湧水



 kurabitoshu 蔵人衆



ニセコ町
ニセコ町には趣のあるショッピングエリアがあり、必需品は一通り揃い

ます。綺羅街道という名前のメインストリートには専門店が並んでいま
す。ニセコに滞在している間にゴルフやスキー用品が必要な場合は、リゾ
ートエリアにプロショップがあり、そこで必要なものがすべて揃います。

ニセコ町内の店舗では綺羅カードというポイントカードを導入してお
り、加盟店舗で買い物をするとポイントが貯まり、500円相当の買い物
ができます。小さな店舗や人気の温泉「綺羅乃湯」での商品の購入やサ
ービスに対してもこのカードが使えます。
 
日用品

 前田商店(スーパー） ―ニセコ町の中心街に位置する小さなスーパーで
す。毎週火曜日は地元で人気のパン屋さんのパンが並びます。ニセコの
地酒「蔵人衆」の取扱店でもあります。  
Tel: 0136-44-2433
 Ａコープニセコ店 ―日用品が一通り揃う小型スーパーです。
Tel: 0136-44-3010
 渡辺薬局 ―Aコープニセコ店のすぐ近くにある薬局
Tel: 0136-44-1301
 矢橋商店 ―文房具店ですが、ドライクリーニングの取扱も行っていま
す。ニセコ町役場の隣です。 
Tel: 0136-44-2555

コンビニエンスストアーはニセコ町内に2店舗。
 セイコーマート　ニセコ店  
Tel: 0136-43-2074
 セブンイレブン　ニセコ店 
Tel: 0136-44-2451 

ニセコ町観光ガイドに店舗一覧がありますのでご覧ください。

お土産屋店
 とんぼ玉工房　ニセコの風（ミルク工房内） 
 Tel: 0136-44-1766
 自然工房　ニセコの森（ミルク工房内）  
 Tel: 0136-44-1766
 道の駅ニセコビュープラザ（道の駅内中央の建物） 
 Tel: 0136-43-2051

遊You パーク　（ミルク工房迎い） 
 Tel: 0136-44-1888
倶知安町

隣町の倶知安町には、書店やカフェ、スポーツ用品店、アウトドアショ
ップ、ホームセンター、大型スーパーマーケット、大型電気店などがあり
ます。

札幌市
札幌はニセコ町から約１００ｋｍのところにある北海道で最も大きな

街です。ＪＲ、バス、車で行くことができます。札幌までは、ドアツードアの
貸切バス又はタクシーサービスがありますので、これらを利用すると重
い荷物を気にせず楽しくショッピングができます。
（詳細はhttp://www.niseko-ta.jp）

札幌市の隣の北広島市には三井アウトレットモールがあります。食品
からファッションアイテムまでアウトレットの店舗がたくさんあるショッ
ピングモールです。近くには大型スーパーマーケットの「コストコ」、「ジョ
イフルＡＫ」やホームセンターもあり、ニセコから日帰りでショッピングを
楽しむことができます。夜帰ってきたら、暖炉の前で買ってきた酒やワイ
ン、チーズ、パンを楽しむのもいいでしょう。

札幌の地図 
・ http://www.infomapjapan.com/images/map/Sapporo_map_
web.pdf （日本語）

小樽
小樽はニセコから約1時間半の距離にあり、ＪＲやバス、車で行くこと

ができます。小樽は北海道でも人気の観光の街で、観光とショッピング
を同時に楽しむことができます。

小樽はレストランやカフェ、お土産屋さん、改装したレンガ倉庫群はい
つも観光客で賑わっています。冬には運河沿いの雪あかりのイベントが
行われ、毎年国内外からたくさんの人々が訪れます。

小樽の地図. 
・ http://www.city.otaru.lg.jp/sisei_tokei/otaru/foreigner/
otaru-map.　（日本語含む多言語のダウンロードリンク）

ショッピングは旅の楽しみのひとつです。ニセコでは日用品からアートや工芸品、スポーツ用品などバラエティ豊かなショ
ッピングを楽しむことができます。
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ニセコの特産品
ニセコには地元の農畜産物を活かした各種スイーツやチーズ、パンを

作ったり、ニセコの風土を活かした家具やクラフト品など工芸品を並べ
ているギャラリーがあります。
ニセコの工芸品

ニセコの工房を訪ねてみると少し違った発見があるかもしれません。ニ
セコ町内に宿泊していれば、徒歩で行ける距離にあるところも多く、タク
シーを使うと使えばより便利です。タクシーを貸し切って、何軒かの工房
巡りも楽しいです。英語を話せるドライバーもいますので、詳しく案内し
てもらうこともできます。

工房巡りに外せないのが「ラム工房」です。木と鐵のアーティストである
オーナー澤田正文氏は、鐵をメインに異素材を組み合わせた家具やオブ
ジェを創っています。ニセコ町のメインストリートで澤田氏の作品を見る
ことができますので、街を散策しながら探してみてください。

その他、ステンドグラスや絵画、陶器などの工房があり、購入すること
もできます。

ニセコにはこの他ものづくりに励む人々が沢山います。その人たちを紹
介したニセコ町発行の「ニセコものづくり人」というパンフレットがあり
ますので、興味のある方はぜひご覧ください。観光案内所、ニセコ町役場
で手に入れることができます。必要があれば英語への翻訳も可能です。

問い合わせ先：ニセコ町役場　商工観光課
Tel: 0136-44-2121
email: kankou@town.niseko.lg.jp

ニセコの美術館　―有島記念館―
日本の有名な作家である有島武郎は、ニセコの地で画期的な農地解放

を実践したと人物でもあります。有島武郎に謝恩の意味を込め、また文
学をはじめ、その多彩な業績を広く紹介するため、昭和53年、農業事務
所跡地近くに開館されました。
Tel: 0136-44-3245
ウェブサイト
・ http://www.town.niseko.lg.jp/arishima/index.htm （日本語）
※ニセコエリアにはニセコの自然や風土に育まれた文学や絵画を展示し
た美術館やギャラリーが点在しています。

店舗名 取扱商品 地区 営業時間 ℡ 定休日

自然工房ニセコの森 お土産 曽我 ９：３０－１８：００ 0136-44-1766 無休（冬期間は不定休）

とんぼ玉工房　ニセコの風 ガラス工房 曽我 ９：３０－１８：００ 0136-44-1776 無休（冬期間は不定休）

がらすギャラリー童夢 ガラス工房 曽我 ９：００－１７：００ 0136-43-2552 不定休

ＲＡＭ工房「ギャラリー鐵(てつ）」 工芸品 曽我 １０：００－１７：００ 
（4月下旬～10月） 0136-43-1331 火、水曜（祝日の場合は営

業）

道の駅ニセコビュープラザ お土産 元町 ９：３０－１８：００ 
(7，8月は１９：００まで） 0136-43-2051 無休

ニセコ焼　童（わらべ） 陶芸 アンヌプリ １０：００－１７：００ 0136-55-2863 不定休

遊youパーク お土産 曽我 9：30-18：30
７月から１０月末まで 0136-44-1888 不定休

ニセコのお土産店

ニセコをもう少し深く探検してみると、わくわくするようなものを発見することができます。
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温泉/マッサージ/スパ
ニセコは季節を問わずアウトドアの地で知られていますが、泉質の良

い温泉地としても大変人気です。ハイキングやラフティング、スキーやス
ノーボードの後は地元の温泉でゆっくりと過ごすのは最高の贅沢です。
ニセコ連峰山麓には１５の温泉地が集まり、いずれも泉質はさまざまで
す。温泉の色も透明色、乳白色、茶褐色とバラエティーに富み個性派揃い
の温泉郷です。

リフレッシュ
少し疲れたと感じたらリフレッシュが必要です。どんなリゾート地に行

ってもいろいろなタイプのリラクゼーションが用意されています。もちろ
んニセコでも皆様の状態に合ったリラクシゼーションをお選びいただけ
ます。高級ホテルにあるアイヌスタイルのスパ、デザイナーズホテルにあ
る中国式マッサージ、また出張マッサージを行っているところもあります
ので、その日の気分や状態に合わせてお楽しみください。

温泉の魔法 
雪を見ながら温泉につかって静かに物思いにふける、こんな贅沢な時

間を過ごせる場所はニセコ以外、世界中を探してもそんなに多くはあり
ません。冬ではなく夏にニセコを訪れたとしても、国立公園に指定された
大自然を眺めながら温泉につかることができます。この温泉の魔法が日
常のいやなことを忘れさせてくれることでしょう。

施設名 内容 場所 詳細 Tel ウェブサイト

ワッカスパ マッサージ／温泉 ニセコビレッジ • 各種マッサージ、岩盤
浴、フェイシャル 0136-44-1111  http://niseko.hilton.com 

グリーンリーフスパ マッサージ／温泉 ニセコビレッジ
• バンブタッピング、フ
ェイシャル、各種マッ
サージ

0136-44-3311  http://www.thegreenleafhotel.
com/content/spa-onsen#neck  

カラダキヅキ ヨガ ニセコ • ヨガレッスン、出張
ヨガ  090-1859-5311 http://www.nisekoyoga.com  

Haru Haru  マッサージ／アロマテ
ラピー ニセコ

• アロマテラピー、各種
マッサージ、リフレクソ
ロジー(出張サービス
のみ）  

0136-57-5221   携帯: 090-8042-9552  

ロミロミ・マッサージ
（ホテル甘露の森） ハワイアンマッサージ 昆布温泉

• 各種マッサージ、フ
ット 
・マッサージ、フェイス 
・ヘッドマッサージ  

0136-58-3800  http://www.kanronomori.com/en/
relaxation/lomi_lomi_massage.html  

ホテル甘露の森 
フィットネスクラブ フィットネス 昆布温泉 •  マシンジム、スタジオ

プログラム  0136-58-3800  http://www.kanronomori.com  

ニセコフィジオ/ 
マッサージ スポーツ治療 ヒラフ • スポーツ治療、マッ

サージ 0136-22-0399  http://www.nisekophysio.com/  

ニセコフット 
マッサージ マッサージ ヒラフ • 各種マッサージ、フェ

イシャル、ネイル   0136-44-1676  http://www.grand-hirafu.jp/
nisekofoot/index_j.html  

エルモーサ・アンヘ
ル・マッサージ＆エ
ステティック

マッサージ ヒラフ
• フェイシャル、各種マ
ッサージ（出張サービ
ス可）

0136-23-2004  http://inkarebaza.com

リ・トゥリー マッサージ ニセコ元町 • リラクゼーション 
・ マッサージ 090-9519-2620

Alam Sari 
Total Body 
Conditioning 

マッサージ ニセコ元町 • リラクゼーション 
・マッサージ 080-6549-4369

ニセコはり・きゅう
整骨院 鍼／灸／整体 ニセコ曽我 • 鍼、灸、整体 0136-43-2360

トリートメント
雪子 マッサージ・スパ ニセコ昆布温

泉卿
ボディ・フェイシャル・
フット 0136-59-2323 鶴雅別荘杢の抄

http://www.mokunosho.com/
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お得な湯めぐりパス
ニセコに滞在するなら、湯めぐりパスがお得です。1枚で加盟温泉施設

14ケ所のうち3ヶ所の施設に入ることができます。湯めぐりパス道の駅ニ
セコビュープラザ、ＪＲニセコ駅、加盟施設で販売されております。違う施
設に3か所入ったり、お気に入りの温泉に３回入ってもOKです。湯めぐり
パスの有効期間は発行日から180日間で、１枚1400円（税込）です。湯め
ぐりパスの加盟温泉施設は下のマークが目印です。

以下のウェブサイトでも詳細をご覧いただくことができます。
㈱ニセコリゾート観光協会： 
・ http://www.niseko-ta.jp/index.php?id=60 (日本語)

ニセコプロモーションボード： 
・ http://www.nisekotourism.com/yellow-

page/?lang=ja&g1=02&g2=03 (日本語) 
・ http://www.nisekotourism.com/en/about-niseko/onsen-

relax/ (英語)

ニセコの日帰り温泉一覧（湯めぐりパス加盟店含む）
湯めぐりパス 
駅前温泉綺羅の湯 　　

入浴料:大人 500円 / 小学生 250円
住所：ニセコ町中央通33
営業時間：10：00-21：30
定休日：水曜日
電話：0136-44-1100
• [レンタル］ バスタオル、フェイスタオルセット 300円
• [販売］ バスタオル 850円　フェイスタオル 150円

湯めぐりパス 
ヒルトンニセコビレッジ

入浴料：大人 1,000円 / 小学生 500円
住所：ニセコ町東山温泉
営業時間：13：00-21：00
定休日：通年営業
電話：0136-44-1111
• [レンタル］ バスタオル、フェイスタオル無料

湯めぐりパス  
ホテルニセコいこいの村

入浴料：大人 700円 / 小学生 350円 
住所：ニセコ町ニセコ473
営業時間：12：00-22：00（受付21：00まで）
定休日：通年営業
電話：0136-58-3111 
• [レンタル] フェイスタオル 100円、タオルセット 300円

 
湯めぐりパス  

ホテル甘露の森
入浴料：大人 800円/ 小学生 300円
住所：ニセコ町ニセコ415
営業時間：11：00-22：00（受付21：00まで）
定休日：通年営業
電話：0136-58-3800
• [レンタル] バスタオル、フェイスタオルセット 200円

ザ・グリーンリーフ・ニセコビレッジ （冬期のみ営業）
入浴料：大人 700円 / 小学生以下 300円
住所：ニセコ町東山温泉
営業時間：13：00-21：00
定休日：夏期休業
電話：0136-44-3311
• [レンタル] タオルセット200円

湯めぐりパス  
ニセコアンヌプリ温泉　湯心亭

入浴料：大人 700円 / 中学生 600円 /小学 500円 
住所：ニセコ町ニセコ438
営業時間：6：00-24：00（受付23：00まで）
定休日：通年営業　（温泉清掃の日１６：００から営業　要問い合わせ）
電話：0136-58-2500 
• [レンタル] バスタオル、フェイスタオルセット250円
• [販売］バスタオル200円　フェイスタオル100円

ニセコグランドホテル
入浴料：大人 700円 / 小学生 350円
住所：ニセコ町ニセコ412
営業時間：11：30-22：00（受付21：00まで）
定休日：通年営業（団体貸切の場合あり）
電話：0136-58-2121
• [レンタル]バスタオル 150円、フェイスタオル 100円、湯浴衣各100円

ニセコ昆布温泉 鶴雅別荘 杢の抄
• ニセコ昆布温泉 鶴雅別荘 杢の抄
• 入浴料：（日帰り入浴のみ不可）
• 　　　　　※ランチをご利用のお客様は温泉をご利用頂けます。
• 　　　　　　ランチ＋温泉プラン料金：お1人様                                                        

           ２７３０円～３９９０円　（お子様：１９９５円）   
                       （ランチは2種類からお選び頂けます。お子様用のランチ         
                       もご用意しております。

• 住所：ニセコ町ニセコ393
• 定休日：通年営業　1１：３０～１４：３０　(要予約)
• 電話：0136-59-2323
• 
• 

NISEKO
Northern Resort

パス

ニセコ

パスパス

めぐりめぐり

パス

小学生未満無料

小学生未満無料

小学生未満無料

小学生未満無料

小学生未満無料

小学生未満無料

ニセコ湯めぐりマップはダウンロード可能です。
・ http://www.niseko-ta.jp/blog/images/onsen-map-data2012.pdf 

湯めぐりパス道の駅ニセコビュープラザ、ＪＲニセコ駅、加盟
施設で販売されております。



湯めぐりパス
ワン・ニセコ・リゾート・タウワーズ

入浴料：大人900円、3歳～小学生までのお子様500円
住所：ニセコ町字ニセコ455-3
営業時間：13:00～21:00（受付20：00まで）
定休日：通年営業
電話：0136-50-2111
• [レンタル] タオルのご利用を含みます

湯めぐりパス
鯉川温泉旅館

入浴料：大人 500円 / ４歳～ 300円
住所：磯谷郡蘭越町湯里592
営業時間：10：00-21：00（受付20：00まで）
定休日：不定休
電話：0)136-58-2111
• [レンタル] バスタオル、フェイスタオルセット 250円
• [販売］バスタオル 200円　フェイスタオル 100円
• 

湯めぐりパス  
国民宿舎　雪秩父

入浴料：大人 500円 / 小学生以下 300円
住所磯谷郡蘭越町湯里680
営業時間：9：30-21：00
電話： 0136-58-2328
• [レンタル] バスタオル 300円
• [販売］ フェイスタオル 200円

湯めぐりパス  
五色温泉旅館

入浴料：大人 600円 / 小学生 400円
住所：ニセコ町ニセコ510
営業時間：8：00-2０：00（受付20：00まで）
冬期：10：00-19：00
定休日：通年営業
電話：0136-58-2707
• [販売］ バスタオル500円、フェイスタオル200円

ホテルニセコアルペン
入浴料：大人 700円 / 小学生 400円
住所：倶知安町山田204
営業時間：13：00-22：00（受付21：00まで）
定休日：通年営業
電話： 0136-22-1105 
• [レンタル] バスタオル 200円、フェイスタオル 100円

湯めぐりパス  
秘湯の宿　新見本館

入浴料：大人 500円 / 中学生300円 / 小学生 200円・幼児 100円
住所：磯谷郡蘭越町新見1
営業時間：8：00-21：00
定休日：通年営業
電話：0136-57-5231
• [販売］ バスタオル 400円、フェイスタオル 100円

湯めぐりパス  
新見温泉ホテル

入浴料：大人 500円 / 小学生 300円
住所：磯谷郡蘭越町新見5
営業時間：10：00-19：30
定休日：不定休
電話：0136-57-5224
• [レンタル] バスタオル 200円、フェイスタオル 100円

湯めぐりパス  
蘭越町交流促進センター　幽泉閣

入浴料：大人 500円 / 小学生 300円
住所：磯谷郡蘭越町昆布町114
営業時間：10：00-21：30　12：00-21：30（月曜）
定休日：通年営業
電話： 0136-58-2131

• [レンタル] バスタオル 300円
• [販売］ フェイスタオル 180円

湯めぐりパス  
真狩村温泉保養センター　まっかり温泉

入浴料：大人 500円 / 小学生以下 200円
住所：真狩村緑丘174
営業時間：10：30-21：00（受付20：30まで）
定休日：月曜日
電話：0136-45-2717
• [販売］ バスタオル 500円、フェイスタオル 180円

湯元ニセコプリンスホテル　ひらふ亭
入浴料：大人 800円 / 小学生未満 400円
住所：倶知安町山田204
営業時間7：00-10：30　　13：00-23：00
定休日：通年営業（4月、11月は休館日あり）
電話：0136-23-2239
• [レンタル] バスタオル 200円・フェイスタオル 100円
• [販売］ フェイスタオル 200円

温泉　ゆころ
入浴料：大人 600円 / ４歳～ 300円
住所：倶知安町山田163
営業時間：平日17：00-21：30　土日祝14：00-21：30　
冬期14：00-22：30
定休日：火曜日（冬期は休みなし）
電話：0136-23-3434 
• [レンタル] バスタオル 200円、フェイスタオル 100円
• [販売］ バスタオル 500円、フェイスタオル 200円

月美の宿　紅葉音 
入浴料：大人 800円 / 小学生以下 300円
住所：蘭越町湯里680
営業時間10：00-17：00
定休日：通年営業
電話： 0136-59-2881
• [レンタル] バスタオル、フェイスタオルセット 300円

五色の里　ニセコ山の家
入浴料：大人 500円 / 小学生 300円
住所：ニセコ町ニセコ510
営業時間：10：00-20：00　5月下旬～10月末
定休日：なし　（10/31-11/30休館）
電話：0136-58-2611
•  [レンタル] バスタオル、フェイスタオルセット 300円、 

バスタオル 200円、フェイスタオル 100円
• [販売］ フェイスタオル250円

ナチュラルリゾートニセコワイスホテル
入浴料：大人 700円 / 小学生 400円
住所：倶知安町花園79
営業時間：平日13：00-18：00　土日祝日13：00-16：00
定休日：12月30日～1月2日
電話：0136-23-3311
• [レンタル] バスタオル、フェイスタオルセット（入浴料込み）1,200円

くっちゃん温泉 ホテルようてい
入浴料：大人 700円 / 小学生 400円
住所：倶知安町旭69
営業時間：10：00-22：00
定休日：通年営業
電話：0136-22-1164
• [レンタル] バスタオル、フェイスタオルセット 300円
• [販売］ タオル 250円、ホテルオリジナルタオル 262円

京極温泉
入浴料：大人600円 / 小学生 300円
住所：京極町川西68
営業時間：10：30-21：00
定休日：第2月曜（祝祭日は翌火曜日）
電話：0136-42-2120
• [販売］ フェイスタオル 100円、タオルセット 500円

４歳未満無料

小学生未満無料

小学生未満無料

４歳未満無料

小学生未満無料

小学生未満無料

小学生未満無料

小学生未満無料

小学生未満無料
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ニセコビレッジゴルフコース
人気の冬のリゾートニセコビレッジにある広大な森林に囲まれた

6,845ヤード、コースレート73のゴルフコースです。充実した施設とすば
らしい芝状態は地元の人々の間でも評判です。721ヤードの超ロングコ
ース、世界でも珍しい6ホールのコース、池に囲まれたグリーン、戦略性
に富んだコースなどニセコビレッジならではのラウンドが楽しめます。

• コースレート73、6,845ヤード
• 平日：6,500円– 7,000 円 
• 土日祝日： AM 9,000円 – 10,500 円 

           PM 8,500円 – 9,500円
• シーズオフ料金は別途
• 詳細はウェブサイトをご覧ください。
•  http://www.niseko-village.com/ja (日本語)
•  http://www.niseko-village.com/en （英語）

 Tel: 0136-44-3311

ニセコゴルフコース
アーノルド・パーマー氏設計のコースレート72、6,805ヤードのコー

ス。通常のゴルフカートかゴルフバッグだけのカートを選ぶことができま
す。ニセコゴルフコースから見る羊蹄山は間違いなくニセコで一番の風
景でしょう。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。グリーン右手前に行け、左にガードバンカーの美しい難コース
です。ニセコ町からわずか15分の距離にあり、ニセコでのゴルフの醍醐
味を思う存分味わうことができます。

• ゴルフレート72、6,805 ヤード
• 平日5,800円 
• 土日祝日 8,000 円（am） / 7,000円（pm）シーズンオフ料金は別途
• 詳細はウェブサイトをご覧ください。
•  http://www.niseko-village.com/ja (日本語)
•  http://www.niseko-village.com/en （英語）

 Tel: 0136-44-3311

ニセコ東急ゴルフコース
1988年オープンのニセコ東急ゴルフコースは
HANAZONOスキー場の麓にあります。コースレート72、7,003ヤー

ドで、羊蹄山、ニセコアンヌプリ、ニセコワイスの山々に囲まれた全てのホ
ールが絵葉書のような景観に優れたコースです。コースタイプはアウト
コースが林間、インコースが丘陵。各ホールとも多彩な景色と変化に富
んだコースレイアウトは最後までプレイヤーを飽きさせません。

• 平日 6,000 円 – 6,500 円 
• 土日祝日7,500 円 – 10,000 円
• シーズンオフ料金は別途
•  詳細はウェブサイトをご覧ください。
•  http://www.niseko-tokyu.co.jp/ (日本語)

Tel: 0136-23-0109

ニセコゴルフ＆リゾート
白樺林に囲まれた丘陵地帯に展開する18ホール。6月までは雪のかぶ

った山々を見ながらプレイすることができます。各ホールはフェアウェイ
の幅もたっぷりとあって、のびのびとプレイできます。

6,794ヤードの広大なコースは最後まで飽きることないレイアウトで
す。

• 平日7,500 円
• シーズンオフ料金は別途
ウェブサイトはありません
Tel: 0136-56-2121

ニセコ地域内のその他のゴルフコース
ルスツ、蘭越、小樽、札幌、千歳など周辺にもたくさんのゴルフコースが

あります。
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ニセコはゴルフ天国でもあります。ニセコ町には２つのゴルフコースがあります。この地域には他にもいくつかのゴルフコ
ースがあり、レベルに合わせて最適なコースをえらぶことができます。どのコースでも共通なのが、壮大な羊蹄山を眺めな
がら、完璧な芝状態でプレイできるということです。世界的に有名なアーノルド・パーマー氏がデザインしたコースもあり、
必ず皆様に満足していだけると確信しています。 



ニセコのサイクリングには地元だけでなく、日本全国から人々が集ま
り、今では世界中からサイクリングファンが集まって来る国際的なサイク
リングコースに成長しました。経験豊富なガイドがたくさんいますので、
彼らがニセコのサイクリングをサポートしてくれます。

アンヌプリのゴンドラは、多くの方々の要望に応え、夏の間、マウンテン
バイクを載せることができるようになりました。息をのむような羊蹄山の
姿を見ながらニセコアンヌプリをサイクリングで満喫してください。

マウンテンバイク/貸自転車
北海道ライオンアドベンチャー 

0136-43-2882 
・ http://hokkaido.lion-adventure.com/ (日本語)

ニセコ寿
0136-55-8977 
・ http://niseko-toshiya.com/ (日本語、英語) 

ニセコメッカ
090-7340-6330
・ http://www.niseko-mecca.com/ (日本語) 

ニセコビレッジ (ピュア)
0136-44-2211 
・ http://www.niseko-village.com/　 (日本語、英語) 

バイサイクルコーナー
0136-55-5882
・ http://www.the-bicycle-corner.com/ (日本語、英語) 

セゾンクラブ
0136-44-3380
・ http://www.saisonclub.com/　 (日本語) 

二セコグリーンバイク
ニセコに滞在される方が健康的でエコロジーな自転車を無料で利用

できるシステムです。4月（雪解けの状態により変更の可能性あり）から
10月の終わりまで利用可能です。   

•  ニセコ町内6か所にステーションがあります。返却はどのステーショ
ンでもかまいません。

•  ヒルトンニセコビレッジ、綺羅乃湯（ニセコ駅前温泉）、ニセコ観光協
会、ホテル甘露の森、ワン・ニセコリゾートタウワーズ、ニセコグラン
ドホテル

• 利用時間9：00-17：00　期間中毎日
•  自転車はシティサイクルですが、ギア付きのものとないものがありま

す。
•  各ステーションの窓口で身分証明書を持参し、申込書に必要事項を

記入するだけでレンタルできます。
詳細： 
・ http://www.niseko-ta.jp

ニセコのサイクリングマップ
世界中からニセコに集まってくるサイクリング・ファンの方々がより安全

に、そして快適にサイクリングを楽しんでもらえるよう「北海道ニセコサイ
クリングマップ」を作成致しております。このマップはニセコ・エリア全体
の中で、お勧めのサイクリング６コースを収録しており、またニセコの地
域や自然に関する豆知識になるようなコラムも掲載されております。耐
水性に優れた紙で作られておりますので、ぜひサイクリングのお供にど
うぞ。ニセコ町内の観光案内所等で配布しております。

ニセコはサイクリングでも人気です。ニセコには風光明媚なサイクリングロードがいくつもあり、たくさんの方々が毎年楽
しんでいます。ゆったりとした時間を過ごすのもよし、羊蹄山周辺を果敢に攻めるのもよし。ニセコの雄大な自然を満喫で
きる「パノラマライン（道道66号線）」もおすすめのサイクリングコースです。近年、美しい景色と美味しい空気を味わいな
がらのサイクリングがブームとなっています。

Niseko Hill Climb held in August each year
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登山、ハイキング
ニセコ周辺の山や森はドライブや、自転車、ハイキングで楽しむことがで

きます。ニセコの山々を一度味わうと、忘れられないぐらい素晴らしい体験
となるでしょう。

ニセコの山々にはすべて登山ルートの地図があり、観光案内所などで
手に入れることができます。数時間のルートから数日かかるものまであり
ます。

多くのクライマーを魅了して止まないのが雄大な羊蹄山です。羊蹄山は
蝦夷富士とも呼ばれ、ニセコの外せない観光スポットのひとつです。頂上
まで登るには4-5時間かかり、登山ルートもいくつかあります。コンディシ
ョンに合わせて、それぞれコースをお選びください。頂上からの眺めは言
葉で表現できないほど素晴らしいものです。

羊蹄山は少し大変という方にはニセコアンヌプリ（山）がおすすめです。
ニセコを代表するスキー場であるニセコアンヌプリですが、ここも登山コ
ースがいくつかあります。アンヌプリ国際スキー場から１，０００ｍ地点ま
でゴンドラで上がることができ、マウンテンバイクもゴンドラにのせること
ができます。1、000ｍ地点から頂上までそんなに距離はありませんので、
頂上からの素晴らしい眺めを簡単に楽しむことができます。

もう少し冒険をしてみたいと思ったら、ニセコアンヌプリからのパラグラ
イダーがおすすめです。ご家族で気軽に楽しめる、夏の早朝の熱気球体験
も人気です。
ニセコ町五色温泉インフォメーションセンター

五色温泉はニセコ山系の玄関口であり、登山客で賑わう場所です。そこ
に２０１３年、「ニセコ町五色温泉インフォメーションセンター」がオープン
致しました。このセンターは登山やトレッキング、キャンプ、ドライブなどニ
セコ山系を訪れる全ての方々が利用できる休息や憩いの場であり、情報
発信拠点となる施設です。

施設には山のプロであるスタッフが常駐し、ニセコ山系に関する最新情

報を提供しております。施設内には無料で利用できる休憩所、トイレ、更衣
室が完備されておりますので、気軽にご利用ください。

開館期間：６月１日～１０月３１日
開館時間：８：００～１７：００
定休日：開館期間中は無休
お問い合せ：0136-59-2200

ナビゲーションシステム　ーB.R.A.W―
B.R.A.WとはBike、Run、and Walkの略です。バイクやジョギング、ウ

ォーキングの途中で道に迷ったことはありませんか。そんな時、ぴったり
なサービスがまさにこれです。インターネットに接続できる携帯電話な
どがあれば、現在自分がどこにいるかすぐに分かります。それだけではな
く、道の傾斜や観光情報、行き方などリアルタイムで情報を得ることがで
きるのです。

現在ニセコと札幌でサービスを開始しています。料金はすべて無料で
す。

ＮＰＯ法人コンベンション札幌ネットワーク
Tel: 011-211-3676
ウェブサイト: http//:www.sapporo-convention.net/

ニセコ湖沼ウォーキング
ニセコ・エリアには大小様々な湖沼が点在しております。そこには清ら

かな自然のたたずまいが残されており、束の間の自然探勝が楽しめま
す。

派手さこそ、そこにはありませんが、時の流れさえも忘れさせてくれる
静寂の世界の中に、時には身を委ねてみてはいかがでしょうか。

湖沼ウォーキングに興味のある方は「ニセコ湖沼ウォーキングマップ」
をご覧になると便利です。ニセコ町内の観光案内所等で配布しておりま
す。

ニセコ地域内にはハイキングや温泉、森林公園などすばらしい場所がたくさんあります。ニセコはアウトドアファンには
もちろん、アウトドアでゆっくりと過ごしたいという人々にも大変人気の場所です。四季折々の情景をアウトドアで楽しめ
る場所、それがニセコです。 
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日本のスキーリゾート「ニセコ」には3月下旬でも、深雪のパウダースノ
ーを楽しむことができます。これまでに２０ｍという記録的な雪が降り、
山頂には４ｍ以上の雪が積もっています。 

Even in late March, the Japanese ski resort of Niseko is still 
getting plenty of fresh powder. An astounding 20m has fallen 
thus far and snow depth reached a peak of more than four 
metres
(BBC Travel, 26 March 2012)

ニセコのアフター・スキーはスキーを滑るのと同じぐらい楽しいもので
す。レンタカーを借りればさらに楽しみが増し、筋肉をほぐすために温泉
巡りに出かけることもできます。

Apres-ski in Niseko is often just as fun as zipping through 
the flakes and is best enjoyed with a rental car to let you take 
full advantage of the area’s muscle-tenderizing onsen (hot 
springs).
(BBC Travel, 26 March 2012)

 「ニセコの雪は影を写すことができるぐらい大きい」とカナダから移住
してきたスキーインストラクターが語りながら、山につれて行ってくれま
した。さらに、北米でのワールドクラスのバックカントリーの豊富な経験
から考えても、このニセコのスキー場の傾斜は、スキーやスノーボードに
は最高であると付け加えてくれました。

Sometimes the snowflakes here are large enough to cast 
shadows,” said Pam Marks, a transplanted Canadian ski 
instructor who took me out on the mountain, adding that the 
skiing and snowboarding on even the regular slopes compare 
with world-class backcountry experiences she’s had in North 
America.
(New York Times, January 15, 2012)

隣のシベリアから吹いてくる季節風のおかげで、日本の北海道の山々
は地球上でもっとも軽いパウダースノーが降ることで世界的に知られて
います。

Thanks to the near-constant storm cycles pumping out of 
neighboring Siberia, the mountains on the Japanese island of 
Hokkaido are globally renowned for having some of the most 
consistent, lightest powder on Earth.
(Aaron Teasdale, National Geographic, ‘World’s 25 best ski 
towns’)

ヴェールやヒルトンのような洋式のホテルがたくさん建てられ、「次世
代のウィスラー」としてこのリゾートをアピールしている人がたくさんい
るのも確かですが、日本の伝統的な施設も同時に存在しているのです。

Some are now touting the resort as ‘the next Whistler’ and 
there’s certainly been a lot of base area development with 
Western-style hotels like The Vale and Hilton springing up 
alongside more traditional Japanese establishments.
(Snow Magazine, Top Japanese Ski Resorts)

常連客は胸の高さまである乾いたパウダースノーで滑るスキーについ
て夢中で話しています。ニセコはオフ・ピステ（コース外）とナイターでも
有名です。

Regulars rave about skiing into chest-deep dry powder 
without resistance. Niseko is also famous for off-piste and 
night skiing.

(Tiffany Lam, CNN, 23 November 2010)

ニセコに関する記事または動画などの問い合わせ
その他多くのメディアでニセコはとり上げられています。  ニセコに関す

る記事または動画などが必要な場合は、ニセコリゾート観光協会までご
連絡ください。ニセコリゾート観光協会では今現在ニセコで何が起こっ
ているかという最新情報をいつでも提供しています。 

Tel: 0136-44-2420
http://www.niseko-ta.jp

多くのメディアでニセコはとり上げられています
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ニセコ町民センターはニセコ町のビジネス街に位置し、役場やニセコ
地域で唯一のインターナショナルスクールもすぐ近くにあります。また、
このセンターではニセコ町商工会が事務所を構えています。周辺にはレ
ストランやバーなども多数あります。リゾートエリアの宿泊施設からはバ
スが運行されています。

•  会議室はすべて無線インターネットが利用可能(光ファイバー)
•  大会議室４、舞台付ホール１、小会議室３
•  和室も完備（日本文化に関する会議やイベントも開催可能）
•  スキー場やリゾートなど、多彩な観光地に隣接しながらも町の中心

街にある最新鋭の施設
•  図書館、スーパーマーケット、郵便局、居酒屋、バーなどが徒歩5分

以内
•  国際的なリゾート地までのバスが運行
•  地元のネットワークを活かした会議の開催支援（参加者の皆様にと

って忘れられない思い出づくりに協力します）

ニセコ町民センターのお問合わせ先：0136-44-2221

スポーツ・ツーリズム
ニセコ町にはニセコを訪れた方々が利用できる様々なスポーツ施設（

下記参照）があり、それらの施設は町民センターの近くに位置していま
す。また、町内の宿泊施設からも大変便利な場所にあり、利用しやすくな
っています。

スポーツ施設に関するお問い合わせ：
ニセコ町教育委員会　町民学習課
Tel: 0136-44-2034
 
ニセコ町内のスポーツ施設
• ニセコ町総合体育館
• テニスコート
• 町民運動場（野球、ソフトボール、サッカー、パークゴルフ）
• 陸上競技場 

チームビルディング
組織の中で仕事をしなければならない現代社会において、「チーム力」

というものが重要となり、「チーム力」を最大限に発揮できるかどうかが、
成功か否かを決定する大きな要因となってきます。そのような中、最近注
目されているのが「チームビルディング」です。チームビルディングを導入
すると、人と人の関係が最適化され、適材適所を実現することができる
ようになるので、チームで同じ仕事をするにしても違った良いムードが
形成され、その結果、成果が眼に見える形で現れてきます。

ニセコ町では、ニセコ町の特徴を活かした様々なチームビルディングの
メニューをご用意しております。

アウトドア系　－ラフティング、キャニオニング、筏下りなど
インドア系　－アイスクリーム作りなど

ニセコ町でのチームビルディングに関するお問い合わせは
ニセコ町役場商工観光課　℡：0136-44-2121

ニセコ町民センターでは国際的な会議や見本市を開催することができます。ニセコ町の市街地にあり、アクセスも大変よ
く、必要なものが1ヶ所に揃っていて大変便利です。ニセコ町ではコンベンションの開催を心から歓迎し、その成功のため
最大限協力させていただくことをお約束いたします。

ニセコ町民センター

GREEN CONFERENCE FACILITY
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スタッキングチェア

部屋名 長さ 幅 高さ 数

大ホール 520 510 785 180

小ホール 520 510 785 72

一般研修室１ 120

一般研修室２ 72

ふれあいサロン 16

研修室４ 16

研修室５ 16

計 492

折りたたみ椅子

部屋名 長さ 幅 高さ 数

和室（白樺） 442 440 745 10

計 10

会議テーブル

部屋名 長さ 幅 高さ 数

大ホール 1800 600 700 60

小ホール 1800 600 700 24

一般研修室１ 1800 600 700 7

1800 600 700 33

一般研修室２ 1800 600 700 4

1800 600 700 20

ふれあいサロン 1800 600 700 4

1500 600 700 2

研修室４ 1800 600 700 4

1500 600 700 2

研修室５ 1800 600 700 4

1500 600 700 2

和室（白樺） 166

座卓

部屋名 長さ 幅 高さ 数

和室（白樺） 1800 450 330 14

和室（羊諦） 1800 450 330 6

計 20

部屋名 長さ 幅 高さ 数

大ホール 演台 1200 600 1000 1

花台 450 450 700 1

案内板 320 305 1105 1

掲示板 1200 19 900 3

一般研修室１ 演台 1200 600 1000 1

花台 450 450 700 1

ホワイトボード 1910 560 1800 1

一般研修室２ ホワイトボード 1910 560 1800 1

掲示ボード 1200 22 1800 10

スクリーン衝立 1800 1530 4

ふれあいサロン ホワイトボード 1910 560 1800 1

研修室４ ホワイトボード 1910 560 1800 1

研修室５ ホワイトボード 1910 560 1800 1

和室（白樺） 木製姿見 495 395 1510 1

鏡台（1面鏡） 580 380 1450 1

電熱置炉 396 396 203 1

GREEN CONFERENCE FACILITY

56
Niseko Product directory

ニセコ町民センター　フロアープラン/施設概要

大ホール
16m x 30m
収容人数２５２名*

一般研修室１
12m x 16m
収容人数108*

　
6m x 6m
収容人数14*

研修室 ４
6m x 5.5m
収容人数16*

研修室５
6m x 5.5m
収容人数１４名*

和室（白樺）　
12m x 5.5m

和室（羊蹄）
6m x 5.5m

一般研修室２
12m x 12m
収容人数72*

小ホール
11m x 12m
 収容人数７２名*

舞台　
8m x 5.4m

研修室４研修室５

一般研修室 2

1階

1階

2階 2階

*シアター形式

舞台

大ホール

小ホール　

羊蹄 白樺

受付

キッチン

一般研修室 1

ふれあいサロン



部屋名 面積 大きさ 天井の高さ スクール形式 シアター
形式

正餐形
式

立食形
式

会議形
式

コの字
型

ロの字
型

アンヌプリ 161.7 21.0m x 7.7m 3.3m 170 280 160 260 56 52 56
東山 250 26.4m x 8.3m 3.3m 110 180 130 230 48 44 48
北海道 820 22.0m x 25.0m 4.6m 420 900 400 800 72 56 72
さくらそう 30 7.0m x4.0m 3.3m 12 25 18 - 8 12 8
こまくさ 30 7.0m x4.0m 3.3m 12 25 18 - 8 12 8

Tel: 0136-44-1111
Fax: 0136-44-3224
ウェブサイト:  http://www.hiltonnisekovillage.jp/ (日本語)

  http://niseko.hilton.com (英語)
住所： 北海道虻田郡ニセコ町東山温泉
問合せ先： 営業担当

ニセコアンヌプリ山のふもとにあり、誰もが多彩なアウトドア・アクティ
ビティを楽しむことができます。

冬はパウダースノーを満喫、夏は１８ホールのゴルフコースでスイング。
テニスをしたり、フィットネスジムで汗を流したり、大自然の中の温泉での
んびり・・・と過ごし方いろいろ。1日の終わりには、バーで一杯、そして鉄板
焼き、日本料理レストランで舌鼓。
ヒルトンニセコビレッジには５つの会議室がり、800名が収容可能です。
会議施設には最新のオーディオや映像設備と高速インターネットが利

用できます。それぞれの会議室には大きな窓があり、ニセコの山々を眺め
ることができます。

ホテルには皆様の会議をサポートする専門のスタッフがおり、会議の成
功に全力を尽くしています。（英語での対応可）。
ロケーション／アクセス

日本でも有数なマウンテン・リゾート「ヒルトンニセコビレッジ」は、日
本の北端の島「北海道」の西部にあり、世界的に有名なニセコアンヌプリ
山の南斜面に位置しています。

札幌又は新千歳空港から車、電車で約2時間と便利で、冬期はバスが
毎日数本運行しています。札幌市からは230号線を通り、その後ニセコ
まで5号線を利用すると便利です。

• JR倶知安駅から無料のシャトルバスもあります。詳細はホテルにお
尋ねください。

施設概要 
•  会議室　5部屋　以下のチャートの通りです。 
• 椅子　400 
• 総面積　870㎡
• 客室数　506室
• スイートルーム　1室

館内設備
•  館内1～３階無線インターネット
• 客室内にはＬＡＮケーブルでインターネット接続可
• 客室内、ランケーブルコネクター有
• 禁煙室有
• レストラン４ヶ所、バー１ヶ所
• フィットネスクラブ有

• 「2012ミシュランガイド北海道」に掲載された施設

会議施設概要
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ホテル・会議施設︱ヒルトンニセコビレッジ

会議場見取り図 会議室「北海道」22.0m×25.0ｍ



Tel: 0136-55-3800
Fax: 0136-58-3107
ウェブサイト: http://www.kanronomori.com (日本語）
住所： 北海道虻田郡ニセコ町ニセコ415
問合せ先： 営業部

ホテル甘露の森はニセコ積丹小樽海岸国定公園に位置しています。こ
の立地がホテルの一番の自慢です。このホテルは五感を癒す森のぬくも
りをコンセプトにお客様に満足していただけるサービスとプライスを提
供しています。10種類の客室タイプがあり、総客室数は78室で、和洋室
やデラックスルーム、温泉付きのスィートルームまであり、和洋モダンな
ホテルです。

団体で食事会を開くことができる部屋もいくつかあります。人数やいろ
いろなご要望にお応えできるようなプランもご用意しております。洋室と
和室の会議室もあり、ホテル内で結婚式を挙げることもできます。

ロケーション／アクセス
ニセコの昆布温泉地区にあり、「ふれあいシャトル（Ｐ１３参照）」を利

用すると大変便利です。またJRニセコ駅からはホテルのシャトルバスも
あり、スキー場からは路線バスがあります。会議でも休暇でも訪れるに
は理想的です。

施設概要
• 会議室　2部屋 
• 椅子　400脚 
• 総面積　230㎡
• 客室数　78室
• スィートルーム　2室
• 和洋室　2室
• デラックス洋室　2室

館内設備
• 館内無線インターネット. 
• レストラン２ヶ所、バー１ヶ所
• カラオケラウンジ２ヶ所 
• 和室宴会場　３室 
• フィットネスクラブ 
• 温泉 

• 「2012ミシュランガイド北海道」に掲載された施設
英語のウェブサイト：
・ http://www.kanronomori.com/en/partyconference/

会議施設概要       収容可能人数
部屋名 面積 大きさ 天井の高さ スクール

形式
シアター

形式
正餐形

式
立食形

式
舞台形

式
会議形

式 コの字型 ロの字型

ＡＶルーム 50 7.6m x 13m 2.3m 40 80 32 28 60
櫟 140 8.6m x 15.8m 2.4m 60 130 80 100 44 38 44

備品 数 大きさ
会議用テーブル 40
円卓 18
椅子 160
プロジェクター 1
ＣＤプレーヤー 2
ＤＶＤプレーヤー 1
スポットライト 2
舞台 3 240 x 12 x 40

3 180 x 140 x 20
演台 2
マイク 4
コードレスマイク 2
移動式スピーカー 4

ＡＶルーム 7.6m x 13m 櫟 8.6m x 15.8m
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ホテル・会議施設︱ホテル甘露の森



Tel: 0136-58-3111
Fax: 0136-58-2351
ウェブサイト:http://www.niseko-ikoi.com/
(日本語/英語/中国語)
住所： 北海道虻田郡ニセコ町ニセコ473
問合せ先： 営業部

ホテルニセコいこいの村は雄大な自然に囲まれた理想的な場所です。
ここでは「温泉」からイメージできる言葉「リラックス」「活力」「潤い」など
がすべて体感でき、地元の人が通う人気のレストランもあります。ここの
露天風呂も最高です。思いっきり手足の伸ばし、季節に関係なくリフレッ
シュできます。

このホテルには会議室が２室あり、レストランは洋食と和食、そして人
気のジンギスカンスタイルのバーベキューの３ヶ所があります。

アンヌプリ国際スキー場に隣接しており、午前中は会議、午後はスキー
三昧というのはいかかでしょうか。

ロケーション／アクセス
昆布温泉に位置するこのホテルへは「ふれあいシャトル（Ｐ１３参照）」

が便利です。事前に予約すればホテルとJRニセコ駅間の送迎サービス
を利用することもできます。このホテルは北海道中央バスにより運営さ
れています。どんな目的で訪れても決して期待を裏切らないホテルです  

施設概要
• 会議室　２室 
• 会議場面積 587.0㎡
• 客室数24室
• 和室20室
• 洋室3室
• ツィンルーム1室  

館内設備 
• 館内LANケーブル接続でインターネット利用可 . 
• レストラン　3ヶ所
• 宴会場　２ヶ所/会議室 
• 温泉 

 
英語のウェブサイト： 
http://www.niseko-ikoi.com/en/index.html

会議施設概要       収容可能人数
部屋名 面積 大きさ 天井の高さ スクール

形式
シアター

形式
正餐形

式
立食形

式
舞台形

式
会議形

式 コの字型 ロの字型
羊蹄 180 20m x 9m 2.76m
芙蓉 105 14m x 7.5m 2.5m 50 70 30 50
ライラック 198 18m x 11m 3m 150 200 100 150 45 50
ナナカマド 104 13m x 8m 2.6m 25 30

備品 数 大きさ
会議用テーブル 有り
円卓 有り
椅子 有り
プロジェクター 1
ＣＤプレーヤー 1
ＤＶＤプレーヤー 1
スポットライト
舞台 1 240 x 12 x 40

演台 1
マイク 10
コードレスマイク 2
移動式スピーカー n/a

羊蹄 20m x 9m

ライラック 18m x 11m

芙蓉 14m x 7.5m 

ナナカマド 13m x 8m
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ホテル・会議施設︱ホテルニセコいこいの村



ザ・グリーンリーフホテル
Tel: 0136 44 3311
Fax: 0136 44 3988
ウェブサイト: http://www.thegreenleafhotel.com/ 
(日本語/英語）
住所： 北海道虻田郡ニセコ町東山温泉
問合せ先： 予約係

ニセコアンヌプリ（山）の自然に抱かれたザ・グリーンリーフホテルは世
界で有数のスキーリゾートの中心に位置しています。2010年に全面改
装して以来、インテリア業界では信頼ある世界的な賞を受賞するなど、
世界中から注目されています。

世界的にも認められたインテリアとニセコの人々の技術、そして幻想的
な風景はもちろん、200室を有するこのホテルでは隣接するスキー場へ
ダイレクトに滑りだせるスキーイン・アウトの環境、落ち着いた雰囲気の
スパ、そして天然温泉など開放感溢れるサービスを満喫できます。また
地元の魚介類や旬の北海道の食材を使ったバラエティ豊かなレストラン
とバーも人気です。館内は無線LANインターネットが利用可能です。ホ
テル全体に白鳥絵美氏のアートデザインが随所に散りばめられており、
素晴らしい芸術作品に囲まれた空間をお楽しみいただけます。

施設概要
• 洋室　200室　収容可能人数　592
• スキーイン・アウト
• ベストホテルインタリア賞」で５星を獲得
• レストランとバー
• 館内無線LANインターネット利用可
• マッサージ/温泉

ニセコ昆布温泉　鶴雅別荘　杢の抄
Tel: 0136-59-2323
Fax: 0136（59）2300
ウェブサイト: http://www.mokunosho.com
住所： 北海道虻田郡ニセコ町ニセコ393
問合せ先： 予約係

「ニセコ昆布温泉　鶴雅別荘杢の抄」は鶴雅グループの期待を裏切る
ことのない「質の高さ」と、鶴雅の持ち味である「自然とともに」をコンセ
プトにしています。

ニセコ積丹小樽海岸国定公園内に位置し、施設内には天然温泉や滝
があり、リラクゼーションに満ちた静かな環境が魅力です。

日本人は古から、大樹に刻まれた年輪が描き出す杢目を美しいものと
し、和の文化を育んできました。「杢の抄」ではこの「杢」につつまれなが
ら、安らぐ、和モダンな空間を創造しました。「鶴雅別荘　杢の抄」は、客
室は全てリビング・ツイン使用でゆとりある広さを確保し、大きなソファ
と杢の味わいのある空間を演出しています。窓を開けると渓谷の深い森
と大きな空、眼下にはニセコアンベツ川の渓流を望むことができます。

施設概要
• 客室数 計 25 部屋
• 展望風呂付リビングスイート10部屋
• デラックス和洋室10部屋
• 洋室3部屋
• 特別室 檜風呂付き和室1部屋
• 展望風呂付デラックス和洋室1部屋
• レストラン
• インターネット
• マッサージ/温泉
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ニセコグランドホテル
Tel: 0136-58-2121
Fax: 0136-58-3258
ウェブサイト: http://www.niseko-grand.com/ (日本語のみ)
住所： 北海道虻田郡ニセコ町ニセコ412 
問合せ先： 予約係

ニセコグランドホテルは昆布温泉エリアに位置し、この地域で唯一の
混浴露天風呂があります。この温泉は「若返りの湯」として知られており、
日本全国から多くの方々が訪れます。またこのホテルは路線バスの停留
所となっており、大変便利です。様々なアウトドアアクティビティを楽し
むこともでき、料金も手頃です。ニセコグランドホテルでニセコを満喫く
ださい。 

 
施設概要
• 洋室　31室、和室　24室、和洋室　14室.
• 収容可能人数260 
• 若返りの湯（混浴）
• 大宴会場が2室

ニセコノーザンリゾート・アンヌプリホテル
Tel: 0136-58-3111
Fax: 0136-58-3317
ウェブサイト: http://www.niseko-northern.com/ (日本語/英語)
住所： 北海道虻田郡ニセコ町ニセコ480-1
問合せ先： 予約係

ニセコアンヌプリ国際スキー場の麓に位置するニセコノーザンリゾート
アンヌプリホテルはニセコを訪れる人のためにスキーイン・アウトを実現
した落ち着いた雰囲気のホテルです。客室は日常から解き放たれた、極上
のくつろぎの空間となっており、地元に詳しいスタッフが温かく迎えてくれ
ます。ホテル内には2つの大きなレストラン、バーがあります。ニセコ最大級
の暖炉のあるロビーラウンジではスキー場を望むパノラマビューを見な
がらおくつろぎいただけます。 

施設概要 
• 収容可能人数439
•  洋室　152室（ダブルルーム10室、ツィンルーム137室、スィートル

ーム5室）
• レストラン収容可能人数 173
• 日本料理レストラン85
• スキーイン・アウト
• レストラン、バー
• インターネット 
• マッサージ/温泉（宿泊者のみ利用可）
• お土産店

• 「2012ミシュランガイド北海道」に掲載された施設
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アンヌプリビレッジ
Tel: 0136-59-2111
Fax: 0136-59-2112
ウェブサイト: http://www.annupurivillage.com (日本語/英語)
住所： 北海道虻田郡ニセコ町ニセコ432-21

アンヌプリビレッジは高級感漂う宿泊施設を提供しています。不動産
業から土地開発まで幅広くビジネスを行っています。アンヌプリビレッジ
のコンセプトはニセコアンヌプリスキー場周辺に北米スタイルでエレガ
ントな建物を建てること。経験と教養豊かなスタッフが最高級のサービ
スでおもてなします。

施設概要
•  4種類の別荘（2名から12名まで滞在可能）  
• 生活に必要な設備が完備
• 送迎サービス有り
• 無線LANインターネット
• コンシェルジェサービス

ニセコアンヌプリ温泉　湯心亭
Tel: 0136-58-2500
ウェブサイト: 
http://www.niseko-annupurionsen.com/reserve/index.html 
(日本語のみ)
住所： 北海道虻田郡ニセコ町ニセコ438 
問合せ先： 予約係 

アンヌプリ温泉湯心亭はニセコアンヌプリ国際スキー場の入口にあ
り、露天風呂が大変評判です。小規模ホテルで、アットホームな雰囲気が
心も身体も癒してくれます。 

施設概要
• 和室　12室、　洋室　2室、スィートルーム1室
• 収容可能人数　54
• 露天風呂（温泉）
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SUP Niseko　（サップ・ニセコ）
サップとは大きなサーフボードのようなものの上に立ち、オール

（パドル）を使って川を漕ぎ下りるアクティビティで、アメリカで
今、大人気の川遊びです。

サップ・ニセコでは清流日本一の尻別川の上に立ち、雄大な川
からの景色を眺めながら、雄大な流れの中でサップを楽しむこ
とができます。 
住所：北海道虻田郡ニセコ町字ニセコ481-1
Tel: 0136-54-2820
Fax: 0136-54-2821
ウェブサイト: http://www.guide.co.jp/sup_niseko/

北海道ライオンアドベンチャー
北海道ライオンアドベンチャーはアウトドアを楽しむことが大

好きなスタッフばかり。ガイドは全員、経験豊富なプロフェッシ
ョナルです。また初心者でも楽しめるメニューもあり、ニセコで
の楽しいひと時を演出してくれます。 
メニュー:

リバー・ラフティング、熱気球、サイクリング、マウンテンバイク
ネイチャーガイド、スキー・スノーボードレッスン、スノーモービ
ル
住所：北海道虻田郡ニセコ町中央通142-5 
Tel: 0136-43-2882　
Fax: 0136-43-2883
ウェブサイト: http://hokkaido.lion-adventure.com/ 
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One Niseko Resort Towers
Tel: 0136-50-2111　
ウェブサイト: 
http://www.oneniseko.com/(日本語/英語)
住所： 北海道虻田郡ニセコ町ニセコ455-3
問合せ先： 予約係 

　１０５室すべてがバルコニーとキッチンを備えてスイートルーム仕
様。管内のレストラン、温泉、シガーバーは優雅なホテルライフに彩りを
添えてくれます。長期滞在にも最高です。

施設概要
• 47～２２９ｍ２　全１０５室（内ペントハウス2室）
• 禁煙室
• 2階　温泉
• １０階　レストラン・シガーバー
客室設備
• 全室バス・トイレ別
• 衛星放送
• 高速インターネット接続
• DVDプレーヤー
• 電話
• キッチン（調理器具＆食器）
• 電子レンジ
• 冷蔵庫
• 掃除機
• アイロン
• ヘヤドライヤー
• 露天風呂（温泉）

アクティビティー



ニセコアウトドアセンター
ニセコアウトドアセンターのスタッフは、アウトドアやニセコ地

域について幅広い知識を持っている人ばかり。ユニークで楽しい
メニューがたくさんあります。グループで参加してもご満足いた
だけます。ニセコで何かアクティビティを体験してみたいと思っ
たら、迷わずニセコアウトドアセンターに電話してください。
メニュー 

カヌーツアー、ネイチャーツアー、トレッキング、魚釣り
インドア（ジャムづくり、クラフトづくり、そばうち）
スノーシュー・ダウンヒル、スノーシュー・ネイチャ
ーイグル―作り、オールマウンテンスノーガイド、
プライベートスキーレッスン

住所： 北海道虻田郡ニセコ町曽我１３８ 
Tel: 0136-43-2882
Fax: 0136-43-2883
ウェブサイト: http://www.noc-hokkaido.jp/

                http://www.noc-hokkaido.jp/e/

ニセコ寿
深雪プロスキーヤーの佐藤寿哉氏率いるバックカントリー及

びスキー場ガイドのプロチームです。バックカントリーツアーの
豊富な経験と知識があります。またニセコ寿は東山のミルク工
房敷地内にアウトドアショップもあり、佐藤氏がセレクトした商
品を購入することができます。 
メニュー

スキーレッスン
バックカントリーツアー
マウンテンバイク
リバーカヤック
レンタルスキー 

住所： 北海道虻田郡ニセコ町曽我888ー1（ミルク工房内）
Tel: 0136-55-8977
ウェブサイト: http://niseko-toshiya.com/SHOP.html 

アウトドア アミューズメント カンパニー
アウトドア アミューズメント カンパニーは、お客様の安全を

第一に色々な事に思いっきり楽しんでいただけるサービスを目
指し、各種アクティビティを提供しています。資格のある、経験豊
富なスタッフが常にレベルの高いトレーニングを受け、所有する
機材は定期的に点検、交換しております。お客様には安心して楽
しく、時にはスリルを味わいながら、アクティビティを楽しんで頂
くことができます。
住所：北海道虻田郡ニセコ町字曽我859-5
Tel:0136-55-8128
Fax:0136-55-8129
ウェブサイト：http://www.oac-japan.com/

ニセコメッカ
ニセコメッカはバックカントリーのガイドとしてよく知られて

います。夏はマウンテンガイドも行っています。パウダーの聖地
ニセコで記憶に残るパウダーライディングをサッポートをして
くれます。 
メニュー

パウダーガイド
バックカントリーガイド
ニセコオールマウンテンガイド
羊蹄山登山ガイド
ニセコ連峰登山ガイド
ネイチャートレッキング
住所：北海道虻田郡ニセコ町有島123-62

Tel: 090-7340-6330 
ウェブサイト:  http://www.niseko-mecca.com/ 
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ニセコグローバルスキーアカデミー 
NGSA(ニセコグローバルスキーアカデミー)は国際的なパウ

ダーリゾート“ニセコ”をベースとするプライベートのスキースク
ールです。大きな会社ではありませんが、海外で培った豊富な経
験を活かして、楽しくマイペースでありながら、上達、成長を助け
たいと考えています。
メニュー 

スキー、スノーボードレッスン
テレマークスキーレッスン
パウダーガイド

住所： 北海道虻田郡ニセコ町曽我426-20
Tel: 0136-44-1680
ウェブサイト: http://www.ngsa-web.com/j/ (日本語）
                  http://www.ngsa-web.com/ngsa.html （英語）

ニセコファイン 
ニセコファインは夏冬問わず、ニセコのアクティビティーに関

するたくさんのメニューを提供しています。スキー、スノーボー
ドのレンタルやチューニングも行っています。 
メニュー

スキー、スノーボードレッスン
バックカントリーガイド
スノーシュー
修学旅行
魚釣り
カナディアンカヌー
写真スポット案内
ハンドクラフト

住所： 北海道虻田郡ニセコ町ニセコ431-1
Tel: 0136-58-3568
ウェブサイト: http://www8.plala.or.jp/niseko-fine/

イメージワークス
イメージワークスは映像作成のプロです。バックカントリーな

どの様子を撮影し、ＤＶＤにしてくれます。バックカントリーガイ
ドも同時に行っています。 
メニュー 

バックカントリーツアー
スキー、スノーボードレッスン

Tel: 0 136-44-11179
ウェブサイト: http://www.iwniseko.com/ 

ニセコビレッジ
ニセコビレッジはニセコのアクティビティーを牽引する存在

です。 
メニュー 

スキー、スノーボードレッスン
スノーシューツアー
スノーモービル
クロスカントリー
トナカイそり
子供スキースクール
アウトドア・アドベンチャー“ピュア”
ゴルフ
乗馬
テニス 

住所： 北海道虻田郡ニセコ町東山温泉
Tel: 0136-44-2211 
ウェブサイト: http://www.niseko-village.com/ja 
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セゾンクラブ
セゾンクラブはレストランや様々なアクティビティが体験できる
自然体験ランド、乗馬クラブ、アウトドアアクティビティなどの複
合施設です。
メニュー　
乗馬、ラフティング、エコラフト、ダッキー、熱気球体験フライト、
トレッキング等
住所：北海道虻田郡ニセコ町字曽我355―2
Tel：0136-44-3380
ウェブサイト：http://www.saisonclub.com/cn1/cn7/842.

パウダーカンパニーガイド
ニセコパウダーカンパニーガイドはパウダースキーのプロフェ

ッショナルで、ゲンテンスティックのデモボードのレンタルも可
能です。またスキー、スノーボードのレッスンも行っています。夏
期はマウンテンバイクも取り扱っています。

パウダーカンパニーガイドの事務所はニセコアンヌプリ国際ス
キー場のゲレンデにあります。
メニュー 

スキー、スノーボードレッスンバックカントリーツアー、
マウンテンバイク

住所： 
北海道虻田郡ニセコ町ニセコ481−１（アンヌプリ国際スキ

ー場） 
Tel: 0136-54-2820
ウェブサイト: http://www.powcom.net/

Niseko Country Farm
Niseko Country Farmでは、初めての方やお子様から中級者
以上の方まで乗馬を楽しんで頂けます。経験豊かなウェスタン
スタイルの農場長が親切、丁寧に指導してくださいますので、気
軽に乗馬体験をしてみてはいかがでしょうか。

メニュー
　体験乗馬チャレンジコース、お手軽引き馬コース、アドベンチ
ャーコース

住所：北海道虻田郡ニセコ町富川12-25
Tel:0136-44-1900
ウェブサイト：http://nisekocountryfarm.com/index.htm

Ｋ２ステーブル
Ｋ２ステーブルは、ニセコにある乗馬施設で、乗馬というスポー
ツの楽しさや難しさを、出来るだけ多くの方々に広めていきたい
と考えており、上手下手にこだわらず楽しいかどうかに重点を
置いています。乗馬が初めての方から上級者まで対応しており、
冬は乗馬、モービル、スノーシューがセットになったお得なメニ
ューが人気です。

メニュー
　（夏メニュー）ベーシックコース、引き馬、ハーフコース、ロング
トレッキング
　（冬メニュー）ウィンターパック、冬の乗馬体験、引き馬

住所：北海道虻田郡ニセコ町里見238-5
Tel:0136-44-3788
ウェブサイト：http://k2stable.com/

アクティビティー 
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武田屋ラフティング
武田屋ラフティングでは「武田屋やさしいコース」という名前

のラフティングコースが用意されており、2歳のお子様からお年
寄りまで参加出来る観光ラフティングを行っております。ゆるや
かなコースですので、障害がある方も参加可能です（事前連絡
要）。　また、１ボートまるまま貸し切ることもでき、大自然を気
兼ねすることなく、独り占めすることもできます。貸し切りなの
で、ペットも一緒に連れていくことも可能です。コースの後は焚
き火スペースを貸し出すサービスも行っており、ニセコのパノラ
マ大絶景を背景に、仲間と焚き火を囲みながら楽しい時間を過
ごしてみてはいかがでしょうか。
メニュー

　「武田屋やさしいコース」「武田屋ラフティングコース」「武田
屋ゆらりＶＩＰ貸切コース」「焚きVIVAスペースレンタル」

住所：北海道虻田郡ニセコ町字ニセコ165-5
Tel：0136-55-8559
ウェブサイト： http://www.takedayah.com/

アクティビティー 

ブラック・ダイアモンド・ツアー
ＢＤＬのガイドと一緒に究極のパウダースノーを経験してみて

いかがでしょうか？ スキー場のリフトからの半日バックカントリ
ー紹介ツアーに始まり、羊蹄山を登山して滑り降りる上級者向
けツアーもご用意しております。 

リゾートガイド（半日／全日） 
バックカントリーツアー（半日／全日） 

メニュー
アンヌプリの頂上からバックカントリーのマナーやルールを

ご案内し、半日で２～３本滑ることができるでしょう。 また上級
者の方へは北海道の富士山とも言われる羊蹄山へのガイドも
しております。 
住所：北海道虻田郡ニセコ町東山24-3 
Tel：0136-44-1144
ウェブサイト： http://www.bdlodge.com/japanese/tours.
html
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宿泊施設 (旅館、 ペンション、 コテージ、 キャンプ場)

Tel: 0136-58-2832
地区: アンヌプリ
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室9
収容可能人: 24
サービス:  クレジットカー
ド、  インターネット、  送迎（
要予約）
その他: レストラン有

オーベルジュ・ド・ふらいぱぁん

Tel: 0136-58-2200
地区: アンヌプリ
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室10、 3和洋室、 
コテージ1
収容可能人: 40
サービス:  クレジットカード、  
インターネット
その他:  地域に精通

カントリーインミルキーハウス

Tel: 0136-58-3190
地区: アンヌプリ
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室7
収容可能人: 19
サービス: ペット可
その他: ログハウススタイル、
地域に精通

舎炉夢（しゃろむ）

Tel: 0136-59-2600
地区: アンヌプリ
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室7
収容可能人: 20
サービス: 
その他:  レストラン有、地域
に精通

 ペンションアマンダン＆カフェテラス楓

Tel: 0136-58-2323
地区: アンヌプリ
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室8
収容可能人: 20
サービス:  インターネット、  
送迎（要予約）
その他:  地域に精通、 禁煙 

ペンション　旅の宿　吟渓 

Tel: 0136-58-2825
地区: アンヌプリ
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室5、 和室1
収容可能人: 19
サービス: ペット可
その他:  地域に精通

ペンション　銀世界

Tel: 0136-58-2227
地区: アンヌプリ
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室8
収容可能人: 30
サービス: ペット可
その他:  オーナーは釣りが得
意、レストラン有、地域に精通

ペンション　コットンファーム

Tel: 0136-58-3330
地区: アンヌプリ
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室5
収容可能人: 20
サービス:  送迎（要予約）
その他:  レストラン有、 地域
に精通

レストラン＆ビスターレ・カナ

Tel: 0136-58-2269
地区: アンヌプリ
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室8
収容可能人: 20
サービス:  クレジットカー
ド、  インターネット、 送迎（
要予約）
その他:  英語可、 地域に精通

ロッジＭＯＫＯＲＯ ＡＮＮＵPＵＲＩ

Tel: 0136-58-2323
地区: アンヌプリ
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室8
収容可能人: 20
サービス:  インターネット、  
送迎（要予約）
その他:  禁煙、 地域に精通

ペンション　ＪＡＺＺ倶楽部

Tel: 0136-58-3252
地区: アンヌプリ
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室8、 和室1
収容可能人: 28
サービス:  送迎（要予約）、 ペ
ット可
その他:  地域に精通

ペンション　トムテン ペンション　ふきのとう

Tel: 0136-58-2623
地区: アンヌプリ
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室11
収容可能人: 25
サービス: ペット可
その他:  地域に精通
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Tel: 0136-58-2763
地区: アンヌプリ
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室11、 和室2
収容可能人: 40
サービス:  クレジットカード、  
インターネット
その他:  バリアフリー、 地域
に精通

ペンション　ベラリー

Tel: 0136-58-2543
地区: アンヌプリ
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室7
収容可能人: 20
サービス: 
その他:  地域に精通

ペンション　ポムドテール ニセコ旅物語

Tel: 0136-58-3149
地区: アンヌプリ
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室5
収容可能人: 14
サービス:  クレジットカード、  
インターネット
その他:  地域に精通

 ロッジ　ウッドペッカーズ

Tel: 0136-58-2479
地区: アンヌプリ
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室4、 和洋室3
収容可能人: 35
サービス:  インターネット、  
送迎（要予約）、 ペット可
その他:  地域に精通

Tel: 0136-44-3618
地区: 東山
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室3
収容可能人: 8
サービス:  送迎（要予約）、 ペ
ット可
その他:  地域に精通

Field Merry

Tel: 0136-44-1234
地区: 東山
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室2、 和室4
収容可能人: 23
サービス:  送迎（要予約）
その他:  地域に精通

ペンション　ニセコスターヒル

Tel: 0136-43-2180
地区: 東山
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室5
収容可能人: 10
サービス:  インターネット、  
送迎（要予約）
その他:  レストラン有、 地域
に精通

hourglass（アワグラス）

Tel: 0136-44-2888
地区: 東山
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室4、 和室1
収容可能人: 21
サービス:  送迎（要予約）
その他:  地域に精通

ペンション　二輪館

Tel: 0136-44-3113
地区: 東山
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室5
収容可能人: 25
サービス:  送迎（要予約）
その他:  地域に精通

ペンション　バンフ

Tel: 0136-44-3199
地区: 東山
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室8、 和室2
収容可能人: 38
サービス:  インターネット、  
送迎（要予約）、 ペット可
その他:  地域に精通、 燻製
工房有

 ペンション　ブルック

Tel: 0136-44-2581
地区: 東山
タイプ: ペンション
施設概要: 和室2、 洋室2、 和
洋室 1
収容可能人: 25
サービス: 
その他:  地域に精通

ペンション　リバティーハウス

Tel: 0136-58-2105
地区: 昆布温泉
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室3、 和室7
収容可能人: 34
サービス:  送迎（要予約）、 ペ
ット可
その他: レストラン有、 地域
に精通

ニセコやすらぎの宿　千秋館
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Tel: 0136-58-2511
地区: 昆布温泉
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室1、 和室4
収容可能人: 15
サービス:  インターネット、  
送迎（要予約）
その他:  バリアフリー、 地域
に精通

ペンション　がんば

Tel: 0136-58-3222
地区: モイワ
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室2、 和室2、 ス
ィートルーム7
収容可能人: 51
サービス:  インターネット、  
送迎（要予約）、 ペット可
その他:  地域に精通

からまつ山荘　ヨーデル

Tel: 0136-58-3003
地区: モイワ
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室6、 和室3、
相部屋 5
収容可能人: 82
サービス:  送迎（要予約）、 ペ
ット可
その他:  地域に精通

モイワロッジニセコ

Tel: 0136-58-2957
地区: モイワ
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室4、和洋室 2
収容可能人: 15
サービス:  インターネット
その他:  地域に精通

山宿＆自然工房　ウルリー

Tel: 0136-44-3811
地区: 里見
タイプ: ペンション
施設概要: 5 洋室5、 和室2
収容可能人: 18
サービス:  クレジットカード、  
インターネット、  送迎（要予
約）、 ペット可
その他:  地域に精通

ホテルリゾートインニセコ

Tel: 0136-44-3302
地区: 曽我
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室2、 和室3
収容可能人: 16
サービス: 
その他: レストラン有

ペンション＆レストラン　ＹｏｕYou

Tel: 0136-44-2822
地区: 曽我
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室5、 和室1
収容可能人: 18
サービス:  クレジットカー
ド、  インターネット、  送迎（
要予約）
その他:  地域に精通

田舎宿キートス

Tel: 0136-44-3625
地区: 曽我
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室6
収容可能人: 25
サービス:  インターネット、  
送迎（要予約）
その他: 地域に精通

ペンション　ふみふみ

Tel: 0136-44-1155
地区: 東山
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室4、 和室1
収容可能人: 18
サービス:  送迎（要予約）
その他:  地域に精通

ペンション　ルポーゼ

Tel: 0136-44-2910
地区: 曽我
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室5
収容可能人: 18
サービス:  インターネット、  
送迎（要予約）、 ペット可
その他: レストラン有、 地域
に精通

 ロッジ１０（ＴＥＮ）

Tel: 0136-44-1117
地区: 曽我
タイプ: ペンション
施設概要: 洋室1、和洋室 2
収容可能人: 26
サービス:  送迎（要予約）
その他: 

ロッジ・モンブラン

Tel: 0136-55-8128
地区: 曽我
タイプ: B&B（ベッド＆ブレッ
クファースト）
施設概要: 洋室　7
収容可能人: 20
サービス: 
その他: 朝食内容：ソーセー
ジ、焼きたてパン、シリアル、　
ヨーグルト、フルーツ、コーヒ
ー、紅茶、ジュース

 ニセコブレーメンロッジ
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Tel: 0136-58-3280
地区: アンヌプリ
タイプ: ロッジ
施設概要: 洋室8
収容可能人: 25
サービス:  クレジットカー
ド、  インターネット、  送迎（
要予約）
その他:  英語可

 アンヌプリ  ロッジ

Tel: 0136-54-2730
地区: アンヌプリ
タイプ: ロッジ
施設概要: 洋室5
収容可能人: 12
サービス:  クレジットカー
ド、  インターネット、  送迎（
要予約）
その他:  英語可

セッカ  アンヌプリ  ロッジ

Tel: 0136-55-5226
地区: アンヌプリ
タイプ: ロッジ
施設概要: 洋室9
収容可能人: 32
サービス:  インターネット、  
送迎（要予約）
その他:  相部屋有

Niseko Side 6

Tel: 0136-58-2078
地区: アンヌプリ
タイプ: ロッジ
施設概要: 洋室10
収容可能人: 20
サービス:  クレジットカー
ド、  インターネット、  送迎（
要予約）
その他: 無料カクテルバー（部
屋代に含）、近くの温泉まで無
料送迎有 

スモールラグジュアリーロッジ塒（ねぐら）

Tel: 0136-44-1144
地区: 東山
タイプ: ロッジ
施設概要: 洋室
収容可能人: 36
サービス:  インターネット、  
送迎（要予約）、 ペット可
その他:  レストラン・バー有、
英語可、アウトドアショップ併
設、アクティビティー多数

ブラックダイヤモンドロッジ

Tel: 0136-44-3011
地区: 東山
タイプ: ペンション
施設概要: 和室4
収容可能人: 18
サービス:  インターネット、  
送迎（要予約）
その他:  地域に精通

旅人の宿　ニセコアンビシャス

Tel: 0136-43-2100
地区: 近藤
タイプ: ロッジ
施設概要: 洋室6
収容可能人: 10
サービス:  インターネット、
その他:  バリアフリー

コンフォート・イン・ニセコ

Tel: 0136-54-2088
地区: 西富
タイプ: ロッジ
施設概要: 洋室2、和室 1
収容可能人: 10
サービス:  インターネット、  
送迎（要予約）
その他:  地域に精通

B & B ニセコぶらっと

Tel: 0136-44-2517
地区: 曽我
タイプ: ロッジ
施設概要: 和室5 
収容可能人: 15
サービス:  インターネット、  
送迎（要予約）
その他: 地域に精通

ニセコツーリストホーム

Tel: 0136-59-2822
地区: 福井
タイプ: コテージ
施設概要: コテージ 1
収容可能人: 5
サービス:  インターネット
その他:  バリアフリー、地域
に精通

ようていビューコテージ

Tel: 0136-44-3662
地区: 東山
タイプ: コテージ
施設概要: コテージ2
収容可能人: 12
サービス: 
その他:  英語可、相部屋有

コテージ　フォーシーズンニセコ

Tel: 0136-44-2098
地区: 東山
タイプ: コテージ
施設概要: コテージ4 (6人用、 
10人用、 4人用) 
収容可能人: 37
サービス:  インターネット、  
送迎（要予約）、 ペット可
その他: 焼き物用窯有、地域
に精通

コテージ＆ゲストハウス　ボンゴ
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Tel: 090-3114-5567　
地区: 近藤
タイプ: コテージ
施設概要: コテージ3 (2人用)
収容可能人: 6
サービス:  インターネット、  
送迎（要予約）、 ペット可
その他: ペットは1泊1000円

レンタルコテージ　ネイチャーサイド

Tel: 0136-44-3368
地区: 里見
タイプ: コテージ
施設概要: コテージ1
収容可能人: 4
サービス: ペット可
その他: レストラン有

ニセコしろくまコテージ

Tel: 0136-44-1456
地区: 曽我
タイプ: コテージ
施設概要: コテージ3
収容可能人: 12
サービス:  インターネット、  
送迎（要予約）、 ペット可
その他:

ルート６６ニセコ

Tel:050-7546-5454
地区: 曽我
タイプ: コテージ
施設概要: コテージ1
収容可能人: 5
サービス:  送迎（要予約）
その他: 

ミニコテージクルージング

Tel: 0136-44-2544
地区: 富川
タイプ: コテージ
施設概要: コテージ1
収容可能人: 6
サービス: 
その他:  バリアフリー

貸コテージ「Norr」（ノール）

Tel: 0136-58-2707
地区: 五色温泉
タイプ: 旅館
施設概要: 洋室3、 和室7
収容可能人: 40
サービス: 
その他:  バリアフリー、日帰り
温泉可

ニセコ五色温泉旅館

Tel: 0136-58-2611
地区: 五色温泉
タイプ: 旅館
施設概要: 和室27、 洋室4
収容可能人: 105
サービス:  送迎（要予約）、 ペ
ット可
その他: 日帰り温泉可、レス
トラン

五色の里　ニセコ山の家

Tel: 0136-58-2111
地区: 昆布温泉
タイプ: 旅館
施設概要: 和室12 
収容可能人: 36
サービス:  クレジットカード
その他: 日帰り温泉可

鯉川温泉旅館

Tel: 0136-58-2954
地区: モイワ
タイプ: 旅館
施設概要: 和室11
収容可能人: 35
サービス: 
その他: 

ニセコ　くるみ荘

Tel:0136-58-2390
地区: モイワ
タイプ: 旅館
施設概要: 和室9 
収容可能人: 30
サービス:  送迎（要予約）
その他: 

民宿　荻野

Tel:011-232-5454 
地区: ニセコ
タイプ:貸し別荘
施設概要: 一日一組のみです
収容可能人:6
サービス:  アロマトリートメン
トオプション
その他: 

ニセコヴィラ＆アロマヌプリレーベン

Tel: 0136-21-2222
地区: アンヌプリ
タイプ: ロッジ
施設概要: 洋室8 
収容可能人: 24
サービス:  クレジットカー
ド、  インターネット、  送迎（
要予約）
その他: 英語可、相部屋有

 アンヌプリ オアシス ロッジ
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Tel: 0136-58-2084
地区: アンヌプリ
タイプ: バックパッカー
施設概要: 洋室7
収容可能人: 18
サービス:  インターネット、  
送迎（要予約）

ニセコアンヌプリユースホステル
Tel: 0136-43-2361
地区: 曽我
タイプ: バックパッカー
施設概要: 相部屋3、和室 2、
特別室 1
収容可能人: 30
サービス:  クレジットカー
ド、  インターネット、  送迎（
要予約）

旅人の宿ニセコゲストハウス

Tel: 0136-44-1171
地区: 曽我
タイプ: バックパッカー
施設概要: 洋室4、和室 2
収容可能人: 29
サービス: 送迎（要予約）
その他: 4歳未満無料(シーツ
代のみ）

ユースホステル　カリンパニ　ニセコ藤山
Tel: 0136-44-2121
地区: 五色
タイプ: キャンプ場

Tel: 0136-44-3380
地区: 曽我
タイプ:キャンプ場

ニセコ野営場

ニセコ風の谷キャンプ場

写真提供

・　山田　スミ子 – ニセコ写真企画代表
・　サイモン　ラムジー　－　写真家 
・　北海道空港株式会社
・　チャイナ　エアライン
・　ニセコビレッジ
・　ヒルトンニセコビレッジ
・　ホテル甘露の森
・　ホテルニセコいこいの村
・　コリンズ夫妻　－　ライジングサン㈱　代表取締役
・　クールスター
・　株式会社　北海道ブブ



ニセコ町役場　商工観光課
北海道虻田郡ニセコ町富士見４７ 
Tel: 0136-44-2121
Fax: 0136-44-3500
Email: kankou@town.niseko.lg.jp


