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更新：

全体目次

アクティビティクーポンメニュー

体験orグルメクーポンメニュー

予約先（運営会社）一覧

クーポンのご利用について

アクティビティクーポンメニュー
目次

1 ラフティング

2 カヌーツーリング

3 ニセコ清流下り～エコラフト～

4 ファミリーラフティング

5 ダッキー（レッスンコース）

6 アドベンチャーパーク

7 ツリートレッキング

8 ピュア・スーパーパスポート

9 ピュア・ジップラインツアー（ガイド付き）

10 えさ釣り（ガイド付き）

11 ニセコサイクリング（ガイド付き）

アクティビティクーポンメニュー
こちらのメニューから１つアクティビティをお選びください。

1 1AA 北海道ライオンアドベンチャー ｜要予約（電話8:00 - 19:00 ）
ラフティング

集合場所
俱知安町富岡256-1

電話 0136-43-2882
ライオンリバーベース

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-10/24 ①9:00 / ②13:30 スタート時間10分前 小学生以上 2 名

約3.5時間
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備考

【持ち物】着替え（下着含む）、タオル。
【服装】水着、濡れても良い長袖、長ズボン（ジーンズ・綿素材のズボン・スカート不可）。春・秋は厚
手の保温力のある服（フリースやジャージなど）。
■雨天決行。
■受付時のみマスク着用でお越しください。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥6,050 小学生： ¥4,180

1 1DD NACニセコアドベンチャーセンター ｜要予約
ラフティング

集合場所
俱知安町字山田179-53

電話 0136-23-2093

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-10/31 ①9:30 / ②13:30 スタート時間20分前 小学生以上 2 名

約3.5時間

備考

【持ち物】着替え（下着含む）、タオル。
【服装】夏：水着または濡れても良い半袖、半ズボン（ジーンズ・綿素材のズボン・スカート不可）。春
・秋：濡れても良い長袖、長ズボン（保温力のあるフリースやジャージなど）。
■雨天決行。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥6,300 小学生： ¥4,200 60歳以上：¥5,300

1 1EE OACアウトドアアミューズメントカンパニー ｜要予約（前日17:00まで）

ラフティング
集合場所

ニセコ町字曽我859-5
電話 0136-55-8128

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-9月 ①9:00 / ②13:00 ①8:45 / ②12:45 5歳以上 2 名

約3時間

備考

【持ち物】着替え（下着含む）。メガネの方はストラップ。お子様は、ストラップ付サンダル（クロックスタイプは不
可）。
【服装】夏：水着または濡れても良いＴシャツ、短パン等。春・秋：動きやすく濡れても良い服装（長袖のジャージ等）。
お子様は水着。
■悪天候によりツアーを中止することもありますので、催行の可否については事業者に直接お問い合わせください。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥6,000 小学生： ¥4,000 5歳以上：小学生料金

2 2GG NOCニセコアウトドアセンター ｜要予約
カヌーツーリン

グ
集合場所

ニセコ町字曽我138
電話 0136-44-1133

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-10月 ①8:45 / ②13:15 4歳以上 2 名

約3時間

備考

【持ち物】着替え、タオル。
【服装】濡れても良い服、靴（ジーンズ、ビーチサンダル不可）。
■原則として雨天決行ですが、ガイドが状況を判断し催行中止となる場合があります。催行の可否については事業者に直接
お問い合わせください。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥6,600 小学生： ¥4,950 幼児(4歳以上)¥4,950
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3 3BB 北海道ライオンアドベンチャー ｜要予約（電話8:00 - 19:00）
ニセコ清流下り
～エコラフト～

集合場所
ニセコ町字中央通60-4

電話 0136-43-2882
ライオンニセコベース

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-10月下旬 ①9:00 / ②11:00 
 ③13:30 / ④15:30

スタート時間10分前 3歳以上 2 名

約1.5時間

備考

【持ち物】着替え（下着含む）、タオル。
【服装】濡れても良い服、または水着（ジーンズ・綿素材のズボン・スカート不可）。
■雨天時の催行については、お客様と相談の上決定します。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥5,170 小学生： ¥3,960 幼児(3歳以上)¥1,100

4 4DD NACニセコアドベンチャーセンター ｜要予約
ファミリーラフ

ティング
集合場所

俱知安町字山田179-53
電話 0136-23-2093

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

7/2-8/31 ①10:00 / ②13:00 スタート時間20分前 3歳以上 2 名

約2.5時間

備考

【持ち物】着替え（下着含む）、タオル。
【服装】水着または濡れても良い半袖、半ズボン（ジーンズ・綿素材のズボン・スカート不可）。
■雨天決行ですが、悪天候により催行中止となる場合があります。催行の可否については事業者に直接お
問い合わせください。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥5,300 小学生： ¥3,200 幼児(3歳以上)¥2,100

4 4EE OACアウトドアアミューズメントカンパニー ｜要予約（前日17:00まで）
ファミリーラフ

ティング
集合場所

ニセコ町字曽我859-5
電話 0136-55-8128

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-10月 ①9:15 / ②13:15 ①9:00 / ②13:00 3歳以上 3 名

約2時間

備考

【持ち物】着替え（下着含む）。メガネの方はストラップ。お子様は、アクアシューズやストラップ付サ
ンダル（クロックスタイプは不可）。
【服装】夏：水着または濡れても良いＴシャツ、短パン等。春・秋：動きやすく濡れても良い服装（長袖
のジャージ等）。お子様は水着。
■悪天候によりツアーを中止することもありますので、催行の可否については事業者に直接お問い合わせ
ください。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥5,500 小学生： ¥3,500
5歳以上：小学生料金
幼児(3,4歳)¥1,100

5 5BB 北海道ライオンアドベンチャー ｜要予約（電話8:00 - 19:00）
ダッキー（レッ
スンコース）

集合場所
ニセコ町字中央通60-4

電話 0136-43-2882
ライオンニセコベース

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-10月下旬 ①9:00 / ②13:30 スタート時間10分前 小学生以上 2 名
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約2.5時間

保護者と同乗で小学
生も可。

備考

【持ち物】着替え（下着含む）、タオル。
【服装】濡れても良い服、または水着（ジーンズ・綿素材のズボン・スカート不可）。
■基本的に雨天決行ですが、ガイドが状況を判断し催行中止となる場合があります。催行の可否について
は事業者に直接お問い合わせください。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥6,050 小学生： ¥4,180

6 6UU NACニセコアドベンチャーセンター ｜要予約
アドベンチャー

パーク
集合場所

俱知安町字山田
電話

090-5076-8434（当日）
0136-23-2093（事務所）ニセコグラン・ヒラフスキー場横

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-10/31 9:00-15:00の30分毎 スタート時間20分前 - 1 名

各コース約1時間（全10コース） 身長115cm以上、
レッド・ブラック

コースのみ身長
140ｃｍ以上

カメレオンキッズのみ2時間、他メ
ニューは、 営業時間無制限 

*8/7～15の期間と団体利用日は3時
間制限

備考

【持ち物】手袋、マスク
【服装】動きやすく汚れてもよい服装、スニーカー等の靴（スカート、サンダル、ヒール不可)。天候に合
わせて防寒着や雨具。
■予約は事業者のウェブサイトからとなります。
■通常の雨天時は催行。悪天候により事業者の判断で催行中止となる場合があります。催行の可否につい
ては事業者に直接お問い合わせください。
■小学生以下の参加は小学生１～3名につき1名の保護者同伴が必要です。
■現地にトイレはありません。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥5,000 小学生： ¥4,200
カメレオンキッズのみ
 ¥3,000

7 7II ニセコHANAZONOリゾート ｜要予約（前日17:00まで）
ツリートレッキ

ング
集合場所

俱知安町字岩尾別328-36
電話 0136-21-3333

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-10/30 9:30,10:00,11:00
13:00,14:00

スタート時間10分前 - 1 名

全コース攻略で約3～4時間 身長120cm以上、体
重120kgまで、ウエ

スト100㎝まで

備考

【持ち物】手袋（軍手）
【服装】動きやすく汚れてもよい服装、運動に適した靴
■小学生以下の子供には保護者同伴必要（保護者1名につき小学生最大3名まで）

現地販売価格（参考）: 大人： ¥4,500 小学生： ¥3,800

8 8JJ ニセコビレッジ「ピュア」 ｜予約不要
ピュア・スー

パーパスポート
集合場所

ニセコ町東山温泉1
電話 0136-44-2211

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

7/16-10/10
9:00 - 17:00随時

(10月は16:00まで)
- -
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9月10月は土日祝のみ営
業

営業時間内制限なし

備考

■ピュアのアトラクション、以下10アイテムが1日中遊び放題。
　レールスライダー、ツリートレッキング、ピュア　クイックジャンプ、ピュア　アクション、ピュア　
アドベンチャー、バドミントン、ゴルフカート散策、ディスクゴルフ、パークゴルフ、スナッグゴルフ
■遊覧ゴンドラ「ビレッジエクスプレス」は今シーズンの営業を休止しております。
■身長や年齢に制限がございます。詳細は事業者ホームページをご確認いただくか、直接お問い合わせく
ださい。
■10/1~10はツリートレッキングとレールスライダーのみ営業。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥4,500 小学生： ¥3,500

9 9JJ ニセコビレッジ「ピュア」 ｜要予約（前日17:00まで）
ピュア・ジップ
ラインツアー

（ガイド付き）

集合場所
ニセコ町東山温泉1

電話 0136-44-2211

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

7/16-10/10
9:30,10:30,11:30
12:30,13:30,14:30
(10月は16:00まで)

1 名

9月10月は土日祝のみ営
業

約2時間 身長制限120cm以
上、体重制限25kg
以上、120kg以下

備考
■小学生未満は保護者同伴

現地販売価格（参考）: 大人： ¥4,500 小学生： ¥3,500 中学生は小学生と同額

10 10GG NOCニセコアウトドアセンター ｜要予約
えさ釣り（ガイ

ド付き）
集合場所

ニセコ町字曽我138
電話 0136-44-1133

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-10月中旬 ①8:45 / ②13:15 9歳以上 2 名

約2.5時間 足のサイズが22㎝
以上

備考

■尻別川本支流でキャッチ＆リリース。餌ミミズやブドウ虫等を使います。
■靴下をご用意ください。ない方には販売あり（200円）。基本的にウエダーを着用しますが、コンディションによっては
使いません。
■春秋の気温の低い時期は釣るのが多少難しくなります。
■10/10以降のご予約は要相談。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥4,180 小学生： ¥4,180

11 11BB 北海道ライオンアドベンチャー ｜要予約（電話8:00 - 19:00）
ニセコサイクリ
ング（ガイド付

き）

集合場所
ニセコ町字中央通60-4

電話 0136-43-2882
ライオンニセコベース

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-10月下旬 ①9:15 / ②13:15 スタート時間10分前 小学生以上 2 名

約2.5時間 自転車の操作が問題
なくできること
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自転車の操作が問題
なくできること

備考

【持ち物】タオル、リュックサック
【服装】動きやすく多少汚れてもよい服装と靴
■雨天時や路面が濡れている場合などはガイド判断で中止となる場合があります。催行の可否については事業者に直接お問
い合わせください。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥5,170 小学生： ¥3,960

体験orグルメクーポンメニュー
目次

12 乗馬（40分コース） 29 パン作り体験

13 いかだ下り 30 そばうち

14 熱気球係留体験 31 ジャムづくり

15 マウンテンバイク（2時間） 32 いももち＆バターづくり

16 レンタル自転車（4時間） 33 燻製づくり

17 トレッキング 34 お買い物券

18 マウンテンライツ 35 アンヌプリゴンドラ(往復)

19 釣り堀（エサ釣り）

20 森のクラフトづくり

21 羊毛クラフト

22 ガラスリッツェン

23 レザーワーク体験（キーホルダー刻印）

24 ファーム体験

25 石窯ピザ作り体験

26 炭火焼バウムクーヘン作り体験

27 バター・ワッフル作り体験

28 アイスクリーム作り体験

体験orグルメクーポンメニュー
こちらのリストから体験またはグルメメニューを最大2つお選びください。

12 12KK ニセコカントリーファーム ｜要予約
乗馬（40分コー

ス）
集合場所

俱知安町字高砂340
電話 0136-55-5564

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-10/31 随時 6～65歳 2 名
40分
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備考

【服装】長袖、長ズボン、スニーカー等の運動靴（サンダル、ヒールの高い靴は不可）
■一人あたり「体験orグルメクーポン」が２枚必要です。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥5,500 小学生： ¥5,500

13 13LL 冒険家族 ｜要予約
いかだ下り

集合場所
倶知安町字比羅夫145-2

電話 0136-22-3759

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6月中旬-8月 ①9:00 / ②13:00 スタート時間10分前 4歳以上
小学生以下は保護者

同伴

4 名
月・木定休 1.5~3時間

備考

【持ち物】着替え（下着含む）
【服装】濡れてもよい服（ジーンズ不可）、濡れてもよく脱げにくい靴（サンダルは必ず足首にストラップが付いたも
の）、メガネ使用者はメガネストラップ
■雨天決行。台風、風が強い場合は中止。催行の可否については事業者に直接お問い合わせください。
■一人あたり「体験orグルメクーポン」が２枚必要です。
■事業者HPの料金表示は改定前のものです。小学生料金4,000円はニセコレ特別料金となります。
■当日の気温が20℃以上の場合実施可能です。20℃を下回る場合でもご要望に応じ実施可能ですので予めお電話にてご確認
ください。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥4,500 小学生： ¥4,000 4歳以上：小学生料金

14 14FF OACアウトドアアミューズメントカンパニー ｜要予約（前日17:00まで）

熱気球係留体験
集合場所

ニセコ町字ニセコ482
電話 0136-55-8128

ニセコアンヌプリ国際スキー場 第2駐車場

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-9月
①6:30 - 7:00

②16:30 - 17:00
1歳以上

2 名
約5分

備考
■天候不良の場合は中止となります。当日現地でのパイロットの判断になります。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥3,000 小学生： ¥2,100
4歳以上：小学生料金
1歳~3歳：￥600

14 14CC 北海道ライオンアドベンチャー ｜要予約（前日19:00まで）

熱気球係留体験
集合場所

ニセコ町東山温泉2
電話 0136-43-2882

旧ニセコ乗馬ビレッジ隣エリア

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/4-9/11 6:30- -
2 名

土日祝日のみ
（７/２３－８/３１の夏

休み期間は毎日）

約5分
繁忙期は6時頃に変動。待ち時間別

途あり。

備考

■当日の朝、パイロットが天候判断を行います。雨天や風がある日は中止になります。
■バスケットをまたいで乗り降りするので、スカートやヒールのある靴はご遠慮ください。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥2,750 小学生： ¥1,980
幼児(3歳以上)：¥550
2歳以下：無料

15 15J
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15 J ニセコビレッジ「ピュア」 ｜予約不要
マウンテンバイ

ク（2時間）
集合場所

ニセコ町東山温泉1
電話 0136-44-2211

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

7/16-10/10
9:00 - 17:00随時

(10月は16:00まで)
随時 小学生以上

自転車の操作が問題
なくできること

-
9月10月は土日祝のみ営

業
最大2時間

備考

■マウンテンバイク専用コースのみ走行。
■ヘルメット、グローブ付き。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥2,500 小学生： ¥2,500

16 16BB 北海道ライオンアドベンチャー ｜予約不要
レンタル自転車

（4時間）
集合場所

ニセコ町字中央通60-4
電話 0136-43-2882

ライオンニセコベース

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-10月 8:00 - 17:00随時 小学生以上
自転車の操作が問題

なくできること

-
最大4時間

備考

■貸出し時に保証金として1台につき1,000円(税込)をお預かりします（返却時に返金）。
■雨天時や路面が濡れている場合など、事業者で危険と判断する場合は貸出しを見合わせることもございます。
■電動アシスト自転車と子供用自転車は数に限りがあります。詳細は事業者に直接お問い合わせください。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥2,200 小学生： ¥2,200

16 16MM JRニセコ駅観光案内所 ｜予約不要
レンタル自転車

（4時間）
集合場所

ニセコ町字中央通142-1
電話 0136-44-2468

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-10月 9:00 - 17:00随時 小学生以上
自転車の操作が問題

なくできること

-
最大4時間

備考

■電動アシスト自転車。
■貸出し時に保証金として1台につき1,000円(税込)をお預かりします（返却時に返金）。
■雨天時や路面が濡れている場合は中止となります。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥2,200 小学生： ¥2,200

17 17BB 北海道ライオンアドベンチャー ｜要予約（電話8:00 - 19:00 ）
トレッキング

集合場所
ニセコ町字中央通60-4

電話 0136-43-2882
ライオンニセコベース

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-10月 ①9:00 / ②13:30 スタート時間10分前 小学生以上 2 名
約3時間
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小学生以上

備考

【持ち物】タオル、リュックサック、雨具
【服装】動きやすく多少汚れてもよい服装と靴
■半月湖コースまたは神仙沼コース
■雨天時は、当日お客様とご相談の上で判断します。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥3,850 小学生： ¥2,750

18 18II ニセコHANAZONOリゾート ｜予約不要
マウンテンライ

ツ
集合場所

俱知安町字岩尾別328-36
電話 0136-21-3333

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

7/1-10/10 随時 - 1 名
日没時刻により異なりま
す。詳しくは公式HPをご

確認ください

30分～1時間

備考
日没時刻により異なります。公式HPをご確認ください

現地販売価格（参考）: 大人： ¥4,000 小学生： ¥3,200

19 19NN ニセコファイン ｜予約不要
釣り堀（エサ釣

り）
集合場所

ニセコ町字曽我803-1
電話 0136-58-3568

ニセコサーモン釣場

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-10/31 9:00 - 16:30随時
(最終受付15:30)

-
1 名

混雑時は入場を制限する
場合があります。

1時間

備考

■キャッチ＆リリース
■魚お持ち帰り：1㎏につき¥2,000

現地販売価格（参考）: 大人： ¥1,800 小学生： ¥1,800 延長：30分毎¥500

20 20GG NOCニセコアウトドアセンター ｜要予約
森のクラフトづ

くり
集合場所

ニセコ町字曽我138
電話 0136-44-1133

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-10/31 ①10:00 / ②14:00 小学生以上 2 名
１～2時間

備考

現地販売価格（参考）: 大人： ¥2,200 小学生： ¥2,200
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21 21GG NOCニセコアウトドアセンター ｜要予約
羊毛クラフト

集合場所
ニセコ町字曽我138

電話 0136-44-1133

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-10/31 ①10:00 / ②14:00 小学生以上 2 名
約2時間

備考

現地販売価格（参考）: 大人： ¥2,750 小学生： ¥2,750

22 22GG NOCニセコアウトドアセンター ｜要予約
ガラスリッツェ

ン
集合場所

ニセコ町字曽我138
電話 0136-44-1133

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-10/31 ①10:00 / ②14:00 小学生以上 2 名
約2時間

備考

現地販売価格（参考）: 大人： ¥2,750 小学生： ¥2,750

23 23OO 革と珈琲 fan fun ｜要予約（前日17:00まで）
レザーワーク体
験（キーホル

ダー刻印）

集合場所
ニセコ町字曽我256-3

電話 0136-43-2626

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-10/31 3歳以上 1 名
火曜定休日 約1~2時間

備考

■完全予約制。座席確保のため、予約は電話またはメールにて、希望日時・来店者人数・体
験者人数・お名前・電話番号をご連絡ください。
　E-mail：fanfunniseko@gmail.com
■当日の予約は空きがあれば可。事業者に直接電話等でお問い合わせください。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥2,200 小学生： ¥2,200 3歳以上：小学生料金

24 24PP ニセコグリーンファーム ｜要予約
ファーム体験

集合場所
倶知安町字比羅夫258-3

電話
平日 0136-22-2868

土日祝・直前 21-5277

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-9/30 ①10:00 / ②13:00 - 2 名
約1.5時間
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-

備考

■体験内容は季節や天候によって異なります。
■畑の状況により収穫や試食ができない場合もありますので、ご了承ください。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥2,000 小学生： ¥1,000
4歳以上：小学生料金
3歳以下：無料

25 25PP ニセコグリーンファーム ｜要予約
石窯ピザ作り体

験
集合場所

倶知安町字比羅夫258-3
電話

平日 0136-22-2868
土日祝・直前 21-5277

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-9/30 ①10:00 / ②13:00 - 2 名
約2時間 定員10名

備考

現地販売価格（参考）: 大人： ¥3,500 小学生： ¥2,000
4歳以上：小学生料金
3歳以下：無料

26 26QQ Nature Life ネイチャーライフ ｜要予約
炭火焼バウム

クーヘン作り体
験

集合場所
ニセコ町字中央通60-4

電話 0136-55-8586
北海道ライオンアドベンチャー2階

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-10月中旬 10:00 - 16:00随時 10歳以上 2 名
約1.5時間

備考
■予約制。8/1～19は、当日空きがあれば予約なしでも体験できます。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥1,650 小学生： ¥1,650

27 27QQ Nature Life ネイチャーライフ ｜要予約
バター・ワッフ

ル作り体験
集合場所

ニセコ町字中央通60-4
電話 0136-55-8586

北海道ライオンアドベンチャー2階

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-10月中旬 10:00 - 16:00随時 6歳以上 2 名
約1時間

備考
■予約制。8/1～19は、当日空きがあれば予約なしでも体験できます。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥1,650 小学生： ¥1,650 6歳以上：小学生料金

28 28R
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28 R 髙橋牧場　ミルク工房 ｜要予約（前日18:00まで）
アイスクリーム

作り体験
集合場所

ニセコ町字曽我888-1
電話 0136-44-3734

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-10/31 ①10:00 / ②14:00 - 2 名
約40分

備考
■8/11～16は除外

現地販売価格（参考）: 大人： ¥1,300 小学生： ¥1,300

29 29SS ロッジニセコベアーズ ｜要予約
パン作り体験

集合場所
蘭越町字湯里167-33

電話 0136-58-3288

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-10/31 随時 - 2 名
約2時間

備考

■1名分の目安：ベーグル1個+菓子パン数個（予約のタイミングにより内容が変更になる場
合もあります。)
■基本的にご家族様全員ご参加をお願いいたします。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥3,600 小学生： ¥3,600

30 30GG NOCニセコアウトドアセンター ｜要予約
そばうち

集合場所
ニセコ町字曽我138

電話 0136-44-1133

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-10/31 ①10:00 / ②14:00 小学生以上 2 名
約2時間

備考

■おひとりで参加希望の場合、2名分の料金で催行可。
■そばアレルギーの方はご遠慮ください。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥2,750 小学生： ¥2,750

31 31GG NOCニセコアウトドアセンター ｜要予約
ジャムづくり

集合場所
ニセコ町字曽我138

電話 0136-44-1133

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-10/31 ①10:00 / ②14:00 小学生以上 2 名
１～2時間
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備考

現地販売価格（参考）: 大人： ¥2,200 小学生： ¥2,200

32 32GG NOCニセコアウトドアセンター ｜要予約
いももち＆バ

ターづくり
集合場所

ニセコ町字曽我138
電話 0136-44-1133

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-10/31 ①10:00 / ②14:00 小学生以上 2 名
１～2時間

備考

現地販売価格（参考）: 大人： ¥2,200 小学生： ¥2,200

33 33GG NOCニセコアウトドアセンター ｜要予約
燻製づくり

集合場所
ニセコ町字曽我138

電話 0136-44-1133

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-10/31 ①10:00 / ②14:00 小学生以上 2 名
１～2時間

備考

現地販売価格（参考）: 大人： ¥2,200 小学生： ¥2,200

34 34TT 道の駅ニセコビュープラザ（情報プラザ棟） ｜予約不要
お買い物券

集合場所
ニセコ町字元町77-10

電話 0136-43-2051

期間 営業時間 集合時間 制限 最少催行人員

6/1-10/31 9:00～18:00 - 1 名
-

備考

■道の駅ニセコビュープラザ（情報プラザ棟）のお買い物券としてご利用できます。
　大人：¥1,500分（税込） / 子供：¥1,000分（税込）

現地販売価格（参考）: 大人： - 小学生： -

35 35VV ニセコアンヌプリ国際スキー場 ｜予約不要
アンヌプリゴン

ドラ(往復)
集合場所

ニセコ町字ニセコ485
電話 0136-58-2080



ニセココレクション 2022詳細案内

14 / 20

アンヌプリゴン
ドラ(往復)

集合場所
ニセコアンヌプリ国際スキー場

電話 0136-58-2080

期間 営業時間 集合時間 制限 最少催行人員

9:00～16:30　予定
最終:上り16:00 / 下り 16:30

-
1 名

詳しい運行日程は公式HP
をご確認ください

片道約10分

備考

■運行日は必ず公式ホームページにてご確認ください。　

■愛犬と乗車の場合は、リードに繋ぐか ケージにいれて乗車ください。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥1,300 小学生： ¥650

36
グルメクーポンのご利用方法は店舗により異なります。「ニセコレ特別メニュー」での提供、または、おとな
1,500円（税込）、こども1,000円（税込）分のお食事券としてニセコレ参加飲食店でご利用いただけます。お釣
りは出ません。不足分は現地にてお支払いください。

あ ヴィラ ルピシア レストラン ｜予約可

住所
倶知安町字樺山58-5

電話 0136-21-7880

期間 営業時間 　ニセコレクーポン利用方法

6/1-10/31
11:30 - 14:30 (LO)
17:00 - 21:00 (LO)

おとな1,500円、こども1,000円分のクーポンと
して利用
対象：ランチ・ディナー・テイクアウト商品

定休日：火曜日（変更可
能性あり。詳しくは

http://villa.lupicia.co.
jp/ja/をご確認くださ

い。）

※キャンセル料について
　48時間以内：以下料金の50％

　24時間以内：以下料金の100％
コースの場合→コース料金

席のみの場合→お一人様3,000円

　ニセコレ特典
ーーー

備考

■レジにて販売している商品、ブティック・スイーツショップの商品にはご利用いただけません。
■土日祝、お盆期間等の混雑が予想される期間は、ランチのご予約は承っておりません。
■7月1日～8月29日のディナーは外でのビアガーデン営業となりますが、天候によっては店内でのご飲食となる可能性があ
ります

い BLACK WOOD GRILL ｜予約不要

住所
倶知安町字樺山259-133

電話 0136-55-6688
MIRU NISEKO1階

期間 営業時間 　ニセコレクーポン利用方法

6/1-10/31 11:30 - 14:00

おとな1,500円、こども1,000円分のクーポンと
して利用
対象：ランチ・テイクアウトメニュー

土日のみ営業 (LO 14:00)
　ニセコレ特典
ソフトドリンク付き

備考

う マイエコガーデンBBQ ｜要予約（備考をご確認ください。）

住所
倶知安町字山田70-15

電話 0136-55-5556
マイエコロッジ敷地内

期間 営業時間 　ニセコレクーポン利用方法

6/1-10/31 10:00 - 18:00

おとな1,500円、こども1,000円分のクーポンと
して利用
対象：バーベキュー

※キャンセル料について
　10:00～13:00までにご利用の場

合は前日20時まで
　13:00以降の場合は当日9時まで

　にご連絡ください。

　ニセコレ特典
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※キャンセル料について
　10:00～13:00までにご利用の場

合は前日20時まで
　13:00以降の場合は当日9時まで

　にご連絡ください。

通常2,500円の料金を2,000円でご提供

備考
■最低催行人員2名
■10~13時までにご利用の場合は前日20時まで、13時以降にご利用の場合は当日9時までにご予約ください。

え TAMTAMラーメン ｜予約不要

住所
倶知安町字山田70-15

電話 0136-55-5556
マイエコロッジ内

期間 営業時間 　ニセコレクーポン利用方法

6/1-10/31

ランチ 11:30 - 13:30 (LO) 
夜営業 18:00 - 20:30 (LO)

対象：味が選べるチャーシュー麺と餃子のセッ
ト

※ディナー利用可
　ディナー 18:00～20:30（LO） 　ニセコレ特典

ーーー

備考
■夜営業もクーポン使えます！
■ニセココレクション特別メニューをご希望でない場合は、グルメクーポン（金券）としてご利用いただけます。

お ルーキーズキッチン ｜予約可

住所
ニセコ町字曽我355-2

電話 0136-44-2717

期間 営業時間 　ニセコレクーポン利用方法

6/1-10/31 11:00 - 21:00

おとな1,500円、こども1,000円分のクーポンと
して利用

(LO 20:30)
　ニセコレ特典
ーーー

備考 ■テイクアウト時キャンセル不可。

か ニセコチーズ工房 ｜予約不要

住所
ニセコ町字近藤425-6

電話 0136-44-2188

期間 営業時間 　ニセコレクーポン利用方法

6/1-10/31 10:00 - 17:00

おとな1,500円、こども1,000円分のクーポンと
して利用

定休日：9月まで無休 10
月は水・木曜日 　ニセコレ特典

ーーー

備考
■チーズはもちろん、ソフトクリームやスイーツ、ワイン等店内で販売している商品のお買い物にご利用いただけます。
■敷地内のP.I.C-DINERではニセコレクーポン利用不可。

き バーチツリーカフェ ｜予約可

住所
ニセコ町字有島90-52

電話 090-7655-0678

期間 営業時間 　ニセコレクーポン利用方法

6/1-10/31

11:00 - 18:00
ランチ 11:30 - 14:30 (LO) 

対象：おとな　ランチプレート+ミニデザート
対象：こども　おまかせお子様メニュー

定休日：月曜・第3火曜
※定休日が祝日の場合は

翌日

ランチタイムは11:30～14:30
金・土はディナー営業あり（要問い

合わせ)
　ニセコレ特典
ーーー

備考
■おとな：ニセココレクション特別メニューをご希望でない場合は、グルメクーポン（金券）として利用可。
　こども：同上
■キャンセル料：前日まで無料

く ラウンジ　久糲和（くれお） ｜予約不可

住所
ニセコ町字ニセコ415

電話 0136-58-3800
ホテル甘露の森2階

期間 営業時間 　ニセコレクーポン利用方法
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6/1-10/31 11:30 - 13:30 (LO)

おとな1,500円、こども1,000円分のクーポンと
して利用
対象：ランチ

(LO 13:30)
　ニセコレ特典
特典 日帰り入浴利用時タオル無料
ラウンジ久糲和でのランチ利用当日に限る(クーポン1枚
につき1名まで)

備考

け カムイの実 ｜予約不要

住所
ニセコ町字元町60-28

電話 090-6211-0133

期間 営業時間 　ニセコレクーポン利用方法

-Nothing-
6/1-10/31 11:00 - 15:00

おとな1,500円、こども1,000円分のクーポンと
して利用
対象：ランチ

定休日：月曜日
※定休日以外に臨時休業
となる場合があります。

(LO 14:30)
　ニセコレ特典
ーーー

備考
■ご入店の人数制限をさせていただく場合があります。
■テラス席のペットのお連れ込みはできません。

こ キースプリングニセコ ｜予約可（4名以上でご来店の場合は要予約）

住所
蘭越町字湯里701-12

電話 0136-55-6024

期間 営業時間 　ニセコレクーポン利用方法

6/1-10/31 11:30 - 14:00
対象：おとな「シェフおまかせランチ」
対象：こども1,000円分のクーポンとして利用

定休日：月・火曜日 (LO 13:30)
　ニセコレ特典
おとな：ワンドリンクサービス
こども：アイスクリームサービス

備考 ■ニセココレクション特別メニューをご希望でない場合は、グルメクーポン（金券）としてもご利用いただけます。

さ ニセコ山麓パーラー ｜予約不可

住所
ニセコ町字東山19-19

電話 0136-55-8918

期間 営業時間 　ニセコレクーポン利用方法

6/1-10/31 11:00 - 16:00
おとな1,500円、こども1,000円分のクーポンと
して利用

定休日：水・木曜日（予
告なく変更となる場合が
あります。不定休の情報
はインスタグラム等でも

確認可能です。）

　ニセコレ特典
ーーー

備考

し バー&グリル　メルト ｜予約可

住所
ニセコ町字東山1

電話 0136-44-1111
ヒルトンニセコビレッジ2階

期間 営業時間 　ニセコレクーポン利用方法

6/1-10/31 11:30 - 14:00
おとな1,500円、こども1,000円分のクーポンと
して利用

6/2~リノベーション羊
蹄さんで営業

(LO 14:00)
　ニセコレ特典
ウェルカムドリンク付き
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備考
■特典のウェルカムドリンクは特別メニューでのご提供となります。
■ご予約時間にご来店のない場合は自動的にキャンセルとなります（キャンセル料なし）。
■営業時間等は変更となる場合もございます。最新情報はホテルへ直接お問い合わせください。

す バー&ラウンジ　ザ・フレイム ｜予約可

住所
ニセコ町字東山1

電話 0136-44-1111
ヒルトンニセコビレッジ1階

期間 営業時間 　ニセコレクーポン利用方法

6/1-10/31 HPでご確認ください
おとな1,500円、こども1,000円分のクーポンと
して利用

予告なく変更となる場合
もございますので、予め
お問い合わせください。

　ニセコレ特典
ウェルカムドリンク付き

備考
■特典のウェルカムドリンクは特別メニューでのご提供となります。
■ご予約時間にご来店のない場合は自動的にキャンセルとなります（キャンセル料なし）。
■営業時間等は変更となる場合もございます。最新情報はホテルへ直接お問い合わせください。

せ こな雪とんとん　お昼のニセコ店 ｜予約不可

住所
ニセコ町字ニセコ438

電話 0136-58-2500
ニセコアンヌプリ温泉湯心亭1階

期間 営業時間 　ニセコレクーポン利用方法

6/1-10/31 11:30 - 15:00

対象：おとな　こな雪とんとんのロースかつ定
食
対象：こども　1,000円分のクーポンとして利
用

定休日：週２回の温泉清
掃日、平日不定（HPでご
確認いただくかお電話で

お問い合わせくださ
い。）

(LO 14:30)

　ニセコレ特典
日帰り温泉付き（食事の前後に限る。退館後は不可。お
子様は食事メニューを注文した場合のみ。）

備考

■「こな雪とんとんのロースかつ定食」はテイクアウト可能（ランチ営業時間に限る。11:30～調理可能）。テイクアウト
時の特典は「オリジナル温泉入浴剤付」となります。
■８名以上でご利用の場合、前日までに要予約(その場合14日前からキャンセル料が発生します)
■ニセココレクション特別メニューをご希望でない場合は、グルメクーポン（金券）としてもご利用いただけます。

そ 寿し処　寿都　魚一心 ｜予約可（席のみ）

住所
ニセコ町字曽我51-5

電話 0136-44-1208

期間 営業時間 　ニセコレクーポン利用方法

6/1-10/31 11:00 - 16:30 (LO)

おとな1,500円、こども1,000円分のクーポンと
して利用
対象：ランチ

定休日：水曜日
　ニセコレ特典
ソフトドリンク付き

備考

た ビスターレ・カナ ｜予約可（前日15:00まで）

住所
ニセコ町字ニセコ431-1

電話 0136-58-3330

期間 営業時間 　ニセコレクーポン利用方法

6/1-10/31 11:30 - 15:00

おとな1,500円、こども1,000円分のクーポンと
して利用
対象：ランチ

不定休 (LO 14:00)
　ニセコレ特典
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不定休 (LO 14:00)

コーヒーまたはラッシー付き

備考
■テイクアウト対応（ネパールカレーのみ）
■不定休のため、事前に直接お問い合わせください。（電話受付時間9:00～19:00）
■小学生以下のお子様（乳児・幼児を含む）のご入店はご遠慮いただいております。

ち だちょう屋 ｜予約可

住所
虻田郡ニセコ町字豊里２３６番地

電話 09082738324
駝鳥屋

期間 営業時間 　ニセコレクーポン利用方法

6/1-10/31 10:00-17:00
おとな1,500円、こども1,000円分のクーポンと
して利用

土日祝のみ営業、詳しく
はホームページをご覧に
なるか直接お問い合わせ

ください。

　ニセコレ特典
自家製しそジュース一杯無料もしくはかき氷一杯無料

備考
■飲食メニューはもちろん、どら焼きやダチョウウインナー等店内で販売している商品のお買い物にご利用いただけます。
※自動販売機でのご購入にはご利用できません

運営会社一覧

運営会社 問合せ 住所 営業時間

A 北海道ライオンアドベンチャー 0136-43-2882 俱知安町富岡256-1 8:00 - 20:00
ライオンリバーベース

B 北海道ライオンアドベンチャー 0136-43-2882 ニセコ町字中央通60-4 8:00 - 20:00
ライオンニセコベース

C 北海道ライオンアドベンチャー 0136-43-2882 ニセコ町東山温泉2 8:00 - 20:00
旧ニセコ乗馬ビレッジ隣エリア

D NACニセコアドベンチャーセンター 0136-23-2093 俱知安町字山田179-53 9:00 - 18:00

E OACアウトドアアミューズメントカ
ンパニー

0136-55-8128 ニセコ町字曽我859-5 9:00 - 17:00

F OACアウトドアアミューズメントカ
ンパニー

0136-55-8128 ニセコ町字ニセコ482 9:00 - 17:00
ニセコアンヌプリ国際スキー場 第2駐車場

G NOCニセコアウトドアセンター 0136-44-1133 ニセコ町字曽我138 9:00 - 20:00

H ※今年度は実施しません。

I ニセコHANAZONOリゾート 0136-21-3333 俱知安町字岩尾別328-36 8:30 - 17:30

J ニセコビレッジ「ピュア」 0136-44-2211 ニセコ町東山温泉1 9:00 - 17:00 
10月は16:00まで

K ニセコカントリーファーム 0136-55-5564 俱知安町字高砂340 10:00 - 16:00 

L 冒険家族 0136-22-3759 倶知安町字比羅夫145-2 9:00 - 18:00

M JRニセコ駅観光案内所 0136-44-2468 ニセコ町字中央通142-1 9:00 - 18:00

N ニセコファイン 0136-58-3568 ニセコ町字曽我803-1 9:00 - 16:30
ニセコサーモン釣場

O 革と珈琲 fan fun 0136-43-2626 ニセコ町字曽我256-3 10:00 - 17:00

P ニセコグリーンファーム 平日 0136-22-2868
土日祝・直前 21-5277

倶知安町字比羅夫258-3 平日10:00 - 18:00
土日祝・直前 21-5277

Q Nature Life ネイチャーライフ 0136-55-8586 ニセコ町字中央通60-4 10:00 - 17:00
北海道ライオンアドベンチャー2階

R 髙橋牧場　ミルク工房 0136-44-3734 ニセコ町字曽我888-1 9:30 - 18:00
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S ロッジニセコベアーズ 0136-58-3288 蘭越町字湯里167-33 9:00 - 21:00

T 道の駅ニセコビュープラザ（情報プ
ラザ棟）

0136-43-2051 ニセコ町字元町77-10 9:00 - 18:00

U NACニセコアドベンチャーセンター 090-5076-8434（当日）
0136-23-2093（事務所）

俱知安町字山田 9:00 - 17:00
0136-23-2093（事務所） ニセコグラン・ヒラフスキー場横

V ニセコアンヌプリ国際スキー場 0136-58-2080 ニセコ町字ニセコ485
9：00　～　16：30（上

り最終 16：00 / 下り最終 
16：30）

予定
ニセコアンヌプリ国際スキー場

運営会社 問合せ 住所 営業時間

あ ヴィラ ルピシア レストラン 0136-21-7880 倶知安町字樺山58-5 11:30 - 14:30 (LO)
17:00 - 21:00 (LO)

い BLACK WOOD GRILL 0136-55-6688 倶知安町字樺山259-133 11:30 - 14:00
MIRU NISEKO1階

う マイエコガーデンBBQ 0136-55-5556 倶知安町字山田70-15 10:00 - 18:00
マイエコロッジ敷地内

え TAMTAMラーメン 0136-55-5556 倶知安町字山田70-15
ランチ 11:30 - 13:

30 (LO) 
夜営業 18:00 - 20:

30 (LO)
マイエコロッジ内

お ルーキーズキッチン
0136-44-2717 ニセコ町字曽我355-2

11:00 - 21:00

か ニセコチーズ工房 0136-44-2188 ニセコ町字近藤425-6 10:00 - 17:00

き バーチツリーカフェ
090-7655-0678 ニセコ町字有島90-52 11:00 - 18:00

ランチ 11:30 - 14:
30 (LO) 

く ラウンジ　久糲和（くれお）
0136-58-3800 ニセコ町字ニセコ415

11:30 - 13:30 (LO)
ホテル甘露の森2階

け カムイの実 090-6211-0133 ニセコ町字元町60-28 11:00 - 15:00

こ キースプリングニセコ 0136-55-6024 蘭越町字湯里701-12 11:30 - 14:00

さ ニセコ山麓パーラー 0136-55-8918 ニセコ町字東山19-19 11:00 - 16:00

し バー&グリル　メルト 0136-44-1111 ニセコ町字東山1 11:30 - 14:00
ヒルトンニセコビレッジ2階

す バー&ラウンジ　ザ・フレイム 0136-44-1111 ニセコ町字東山1 HPでご確認くださ
いヒルトンニセコビレッジ1階

せ こな雪とんとん　お昼のニセコ店 0136-58-2500 ニセコ町字ニセコ438 11:30 - 15:00
ニセコアンヌプリ温泉湯心亭1階

そ 寿し処　寿都　魚一心 0136-44-1208 ニセコ町字曽我51-5 11:00 - 16:30 (LO)

た ビスターレ・カナ 0136-58-3330 ニセコ町字ニセコ431-1 11:30 - 15:00

ち だちょう屋 09082738324 虻田郡ニセコ町字豊里２３６番地 10:00-17:00
駝鳥屋

ニセココレクションクーポンのご利用について

クーポンの有効期限について
■ クーポンの有効期限は2022年10月31日（月）までです。各アクティビティの催行期間は、

詳細案内をご覧ください。

クーポンのご利用について
■ ニセココレクションクーポンはおとな（中学生以上）9,800円（税込）、こども（小学生）7,800円

（税込）です。未就学児のお子様は、現地にて幼児代金をお支払いください。

■ クーポンご利用の際は裏面の項目をお客様ご自身でご記入のうえ、ご利用ください。記入がばいの場
合は無効となります。
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■ お好きなメニューを最大３つまで選び、ご利用いただけます。ただし、同じメニューを2回以上利用
することはできません。

▶　緑色（子供用は水色）の「アクティビティクーポン」はアクティビティメニューの中から1つ選
んでご利用ください。アクティビティメニューをご利用にならない場合は、体験orグルメメニューか
ら１つ選んで利用することも可能です。

▶　ピンク色（子供用はオレンジ色）の「体験orグルメクーポン」は体験orグルメメニューの中から
最大２つ選んでご利用いただけます。

■ グルメクーポンのご利用方法は店舗により異なります。「ニセコレ特別メニュー」での提供、また
は、おとな1,500円（税込）、こども1,000円（税込）分のお食事券としてニセコレ参加飲食店でご
利用いただけます。お釣りは出ません。不足分は現地にてお支払いください。

■ 天候などの諸事情により、アクティビティ・体験メニューは中止になる場合があります。雨天時及び
悪天候時の実施の可否については事業者に直接お問い合わせください。

■ ニセココレクションクーポンご購入後、一部もしくは全部の未使用クーポンの払い戻しは一切できま
せん。

■ 掲載内容は2022年6月時点の予定です。内容は事前の通知なく変更される場合がありますので、予め
ご了承ください。

アクティビティの予約について
■ ご予約の必要なメニューはお客様ご自身で事業者に直接ご連絡ください。ニセコリゾート観光協会で

予約の代行をすることはできません。

■ 必ず「ニセココレクションクーポン利用」と事業者に伝えてから予約してください。

■ ご予約の変更・キャンセルの連絡も必ずお客様ご自身で行ってください。ご連絡がない場合、キャン
セル料がかかる場合があります。

■ 夏休みやお盆、連休中は混み合いますので、早めのご予約をお勧め致します。また、ご予約がない場
合は利用できないメニューもあります。

■ 実施期間、営業時間、集合場所、スタート時間などの詳細は変更される場合もあります。ご予約時に
必ずお客様ご自身でご確認ください。


