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メニュー【ニ】
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 スノーシューネイチャーツアー（2時間）

2 イグルー作り

3 スノーモービルアドベンチャー30分コース・タンデム（2人乗り）

4 6人乗りスレッドツアー

5 アドベンチャーパーク

6 ニセコビレッジ・リフト券（1日券)

7 ニセコアンヌプリ国際スキー場・リフト券（1日券)

8 ニセコモイワスキーリゾート・リフト券（1日券)

9 スキー／スノーボードレンタル（1日）

10 スキー／スノーボードレンタル（1日）

11 雪景色ニセコ清流下り　※12月中旬～2月中旬休止

1 a1A NOCニセコアウトドアセンター ｜要予約（予約フォーム）
スノーシューネ
イチャーツアー

（2時間）

集合場所
ニセコ町曽我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

12/29-3/31 9:30～/ 13:30～ 4歳以上 2 名

2時間

備考

■スキーウエアー、ゴーグル、キャップ、グローブが必要
■スノーシューと長靴、ストックのレンタル込　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
■1km程度のウォーキングとなります

現地販売価格（参考）: 大人： ¥5,500

2 a2A NOCニセコアウトドアセンター ｜要予約（予約フォーム）
イグルー作り

集合場所
ニセコ町曽我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

12/29-3/31 9:30～ / 13:30～ 4歳以上 2 名
雪のコンディションや気
候により催行期間は変動

します。

約2.5時間

備考

■レンタルは、ウエア上下1セット1650円で貸出いたします。
■二ット帽+グローブは550円で貸し出しします。
■ご自分のニット帽、グローブのご使用をお勧めいたします。
■レンタルウエアご使用の際は、ネックウオーマーのご使用をお願いいたします。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥5,500
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3 a3B 北海道ライオンアドベンチャー ｜要予約（予約フォーム）
スノーモービルアド

ベンチャー30分
コース・タンデム

（2人乗り）

集合場所
ニセコ町東山温泉 

電話 0136-44-2211
ニセコビレッジ内・モービルベース

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

12/29-3/31 9:00～,10:00～,11:00～ / 13:
00～,14:00～,15:00～

スタート15分前 ※ 2 名

エリア内積雪状況による 約30分 「ニセコビレッジ内ライオ
ンアドベンチャー受付カウ
ンター」へお越しいただ

き、受付・ご精算をお済ま
せください。

16歳以上orハンド
ルに手が届く身長の
方、後部座席に乗る

場合６歳以上

当日の最終受付 13：30

備考

■スキーウェアなどの防寒着でお越しください。
【予約フォーム】QRコードより
【当日予約】10：00～14：00までに「ニセコビレッジ内モービルベース」までお越しいただくか、ス
タッフ直通電話（090-6216-3193）までご連絡ください。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥10,000 (2人乗りタンデム)

4 a4B 北海道ライオンアドベンチャー ｜要予約（予約フォーム）
6人乗りスレッド

ツアー
集合場所

ニセコ町東山温泉 
電話 0136-44-2211

ニセコビレッジ内・モービルベース

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

12/29-3/31
9:00,9:30,10:00,10:30,

11:00,11:30,13:00,13:30,
14:00,14:30,15:00,15:30

スタート30分前 3歳以上

約25分 「ニセコビレッジ内ライオ
ンアドベンチャー受付カウ
ンター」へお越しいただ

き、受付・ご精算をお済ま
せください。

当日の最終受付 13：30

備考

■最大６人まで。他の方と同乗。
■スキーウェアなどの防寒着でお越しください
■飲酒、妊娠されている方はお乗りできません
■精算が済んでいない場合や集合時間に遅れた場合は、キャンセル扱いとなります（精算後の払い戻しは
ありません）

現地販売価格（参考）: 大人： ¥5,000

5 a5C NACニセコアドベンチャーセンター ｜要予約（予約フォーム）
アドベンチャー

パーク
集合場所

倶知安町字山田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

12/29-3/31 9:00-15:00の30分毎 スタート時間20分前 - 1 名

各コースの所要時間は1時間 身長115cm以上、
レッド・ブラック

コースのみ身長
140ｃｍ以上

利用時間2.5時間

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。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥6,000
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6 a6D ニセコビレッジ ｜予約不要
ニセコビレッジ

・リフト券（1日
券)

集合場所
ニセコ町東山温泉

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

12/29-3/31 - - - 1 名
積雪状況により、営業期
間が変更となる場合がご

ざいます。

- -

-

備考
■直接現地にてニセココレクションクーポンをお渡しください

現地販売価格（参考）: 大人： ¥6,200

7 a7E ニセコアンヌプリ国際スキー場 ｜予約不要
ニセコアンヌプ
リ国際スキー場

・リフト券（1日
券)

集合場所
ニセコ町ニセコ485

電話 0136-58-2080

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

12/29-3/31 - - - 1 名
積雪状況により、営業期
間が変更となる場合がご

ざいます。

- -

-

備考
■直接現地にてニセココレクションクーポンをお渡しください

現地販売価格（参考）: 大人： ¥5,600

8 a8F モイワスキー場 ｜予約不要
ニセコモイワス
キーリゾート・
リフト券（1日

券)

集合場所
ニセコ町字ニセコ448

電話 0136−59−2511

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員
12/29-3/31 - - - 1 名

積雪状況により、営業期
間が変更となる場合がご

ざいます。

- -

-

備考
■直接現地にてニセココレクションクーポンをお渡しください

現地販売価格（参考）: 大人： ¥4,800
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9 a9D ニセコビレッジ ｜予約不要
スキー／スノー
ボードレンタル

（1日）

集合場所
ニセコ町東山温泉

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

12/29-3/31 - - - 1 名

- -

-

備考
■今シーズンは、ゴーグル・手袋・帽子のレンタルは取り扱っておりません

現地販売価格（参考）: 大人： 5900～

10 a10K ニセコファイン 予約可
スキー／スノー
ボードレンタル

（1日）

集合場所
ニセコ町ニセコ431-1

電話 0136-58-3568

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

12/29-3/31 - - - 1 名
アンヌプリ国際スキー場

オープン期間中無休
- -

-

備考

■セットに含まれるもの　スキー・ブーツ・ストック又はスノーボード及びブーツ
■その他　ウェア等は別途料金にて承ります。2日間以上のご利用は差額にて承ります。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥4,500

11 a11J 北海道ライオンアドベンチャー ｜要予約（予約フォーム）
雪景色ニセコ清
流下り　※12月
中旬～2月中旬休

止

集合場所
ニセコ町中央通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

2021年12月1日
～20日、2022年2
月5日～3月31日

10:00～ / 13:00～ スタート10分前 3歳以上 2 名

90分程度 集合場所はニセコベース

備考
■服装：防寒着、帽子、手袋、あれば長靴などの防水性のある靴

現地販売価格（参考）: 大人： ¥6,160

12
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メニュー【セ】
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。

12 スノーラフティング

13 スノーシューガイド付ツアー（１時間）

14 ガラスリッツェン

15 羊毛クラフト

16 ジャム作り

17 パン作り体験

18 レザーワーク体験（キーホルダー刻印）

19 アイスクリーム作り体験
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B
12 b1B 北海道ライオンアドベンチャー ｜要予約（予約フォーム）

スノーラフティ
ング

集合場所
ニセコ町東山温泉 

電話 0136-44-2211
ニセコビレッジ内・モービルベース

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

12/29-3月下旬 9:30-12:00 / 13:00-16:00 スタート15分前 3歳以上 2 名
エリア内積雪状況による 約10分 「ニセコビレッジ内ライオ

ンアドベンチャー受付カウ
ンター」へお越しいただ

き、受付・ご精算をお済ま
せください。

飲酒、妊娠されてい
る方はお乗りできま

せん
当日の最終受付 13：30

備考

【服装】スキーウェアなどの防寒着でお越しください。
【予約フォーム】QRコードより
【当日予約】10：00～14：00までに「ニセコビレッジ内モービルベース」までお越しいただくか、スタッフ直通電話
（090-6216-3193）までご連絡ください。

現地販売価格（参考）: 大人： ¥3,500

B
13 b2B 北海道ライオンアドベンチャー ｜要予約（予約フォーム）

スノーシューガ
イド付ツアー

（１時間）

集合場所
ニセコ町東山温泉 

電話 0136-44-2211
ニセコビレッジ内・モービルベース

期間 スタート時間・所要時間 集合時間 制限 最少催行人員

12/29-3月下旬 9:00～/10:30～/13:00～ スタート15分前 6歳以上 2 名
エリア内積雪状況による 60分 「ニセコビレッジ内ライオ

ンアドベンチャー受付カウ
ンター」へお越しいただ

き、受付・ご精算をお済ま
せください。

飲酒、妊娠されてい
る方はお乗りできま

せん

1人参加の場合、2名分の
費用が発生。

当日の最終受付 13：30

備考

【服装】スキーウェアなどの防寒着でお越しください。【レンタル】１日（10：00～14：00の時間内）スノーシュー＆
ポールセット￥4,000

現地販売価格（参考）: 大人： ¥4,000

B
14 b3A NOCニセコアウトドアセンター ｜要予約（予約フォーム）

ガラスリッツェ
ン

集合場所
ニセコ町曽我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

12/29-3/31 10:00～/14:00～ 小学生以上 2 名
120分

備考

現地販売価格（参考）: 大人： ¥3,850
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B
15 b4A NOCニセコアウトドアセンター ｜要予約（予約フォーム）

羊毛クラフト
集合場所

ニセコ町曽我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

12/29-3/31 10:00～/14:00～ 小学生以上 2 名
120分

備考

現地販売価格（参考）: 大人： ¥3,850

B
16 b5A NOCニセコアウトドアセンター ｜要予約（予約フォーム）

ジャム作り
集合場所

ニセコ町曽我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

12/29-3/31 10:00～/14:00～ 小学生以上 2 名
60分～120分

備考

現地販売価格（参考）: 大人： ¥3,300

B
17 b6G ニセコロッジベアーズ ｜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

12/29-3/31 随時 2 名
120分

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。)

現地販売価格（参考）: 大人： ¥3,600
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B
18 b7H 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

12/29-3/31 10:30～16:00 3歳以上 1 名
60分～120分

備考

現地販売価格（参考）: 大人： ¥2,200

B
19 b8I 高橋牧場/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

12/29-3/31 10:00～/14:00～ 2 名
40分

備考

現地販売価格（参考）: 大人： ¥1,300
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メニュー【コ】
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。

お食事券 お買い物券
20 あ 杏ダイニング 21 ち 道の駅ニセコビュープラザ(情報プラザ棟)

20 い ヴィラ・ルピシア　レストラン 21 つ ニセコチーズ工房

20 う BLACK WOOD GRILL 21 い ヴィラルピシア　ブティック

20 え マイエコガーデンBBQ

20 お TAMTAMラーメン 湯めぐりパス（ブルーカード）
20 か ルーキーズキッチン 22 ち 道の駅ニセコビュープラザ(情報プラザ棟)

20 き バーチツリーカフェ

20 く ラウンジ　久糲和（くれお）

20 け キースプリングニセコ

20 こ ニセコ山麓パーラー

20 さ バー&グリル　メルト

20 し バー&ラウンジ　ザ・フレイム

20 す こな雪とんとん　お昼のニセコ店

20 せ 寿し処　寿都　魚一心

20 そ ビスターレ・カナ

20 た ノーザンリゾートアンヌプリ内レストラン

お食事券のご利用方法は店舗により異なります。
基本的には1,500円（税込）分のお食事券として下記飲食店でご利用いただけますが、一部ニセコレ特別メニュー
をご提供の店舗もございます。
お釣りは出ません。不足分は現地にてお支払いください。
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20 c1 あ 杏ダイニング ｜予約可
お食事券

1,500円分
住所

倶知安町字山田183-43
電話 0136-22-5151

ホテル木ニセコ1階

期間 営業時間 　ニセコレクーポン利用方法

12/1-3/31 11:30 - 15:00
1,500円分のお食事券として利用

定休日：木ニセコに準ず
る

(LO 14:30)
　ニセコレ特典
おとな：ジンジャービール1本サービス
こども：ジンジャービール1本またはアイスクリーム
サービス

備考

20 c2 い ヴィラ・ルピシア　レストラン ｜要予約（空きがある場合、ご予約なしご利用可）
お食事券

1,500円分
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

12/1-3/31 ディナー 17:00 - 21:00 (LO)

1,500円分のお食事券として利用

定休日：火曜日
詳しくはwebサイトをご
確認ください。http:
//villa.lupicia.co.jp/ja/

　ニセコレ特典
ーーー

備考
■キャンセル料　予約日時から起算して　48時間以内：以下料金の50％　24時間以内：以下料金の100％
コース予約の場合→コース料金　お席のみ予約の場合→おひとり様3,000円
ブティックで販売している商品にもお使いいただけます(他の割引との併用不可)

20 c3 う BLACK WOOD GRILL ｜予約不要
お食事券

1,500円分
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

12/1-3/31 11:30 - 14:30
1,500円分のお食事券として利用

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

20 c4 え マイエコガーデンBBQ ｜要予約（備考をご確認ください。）
お食事券

1,500円分
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

12/1-3/31 10:00 - 18:00
1,500円分のお食事券として利用

　ニセコレ特典
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　■雪中BBQとなる為、防寒対策を整えてお越しください。
■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。
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20 c5 お TAMTAMラーメン ｜予約不要
お食事券

1,500円分
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

12/1-3/31
ランチ 11:30 - 13:30 (LO) 
夜営業 18:00 - 20:30 (LO)

味が選べるチャーシュー麺か特性カレーと餃子
のセット

　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。

20 c6 か ルーキーズキッチン ｜予約可
お食事券

1,500円分
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

12/1-3/31 11:00 - 21:00
1,500円分のお食事券として利用

(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。

20 c7 き バーチツリーカフェ ｜予約可
お食事券

1,500円分
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

12/1-3/31
11:00 - 18:00

ランチ 11:30 - 14:30 (LO) 

ランチプレート+ミニデザート

定休日：月曜・第3火曜
※定休日が祝日の場合は

翌日
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

20 c8 く ラウンジ　久糲和（くれお） ｜予約不可
お食事券

1,500円分
住所

ニセコ町字ニセコ415
電話 0136-58-3800

ホテル甘露の森1階

期間 営業時間 　ニセコレクーポン利用方法

12/1-3/31 11:30 - 14:00
1,500円分のお食事券として利用

(LO 13:30)
　ニセコレ特典
特典の日帰り入浴割引は、ラウンジ久糲和でのランチ利
用当日限定（クーポン1枚につき1名まで）。

備考
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20 c9 け 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）
お食事券

1,500円分
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

12/1-3/31 11:30 - 14:30
シェフおまかせランチ

定休日：月・火曜日 (LO 14:00)
　ニセコレ特典
ワンドリンクサービス

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。

20 c10 こ ニセコ山麓パーラー ｜予約不可
お食事券

1,500円分
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

12/1-3/31 11:00 - 16:00
1,500円分のお食事券として利用

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

20 c11 さ バー&グリル　メルト ｜予約可
お食事券

1,500円分
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

12/1-3/31 11:30 - 14:30
1,500円分のお食事券として利用

(LO 14:00)
　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。

20 c12 し バー&ラウンジ　ザ・フレイム ｜予約可
お食事券

1,500円分
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

12/1-3/31 12:00 (土11:00) - 18:00
1,500円分のお食事券として利用

当面の間、金・土曜日の
限定営業。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。）

(LO フード 17:00、ドリンク17:30)
　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。
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20 c13 す こな雪とんとん　お昼のニセコ店 ｜予約不可
お食事券

1,500円分
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

12/1-3/31 11:30 - 15:00
こな雪とんとんのロースかつ定食

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。）

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、お食事券（1,500円分）としてもご利用いただけます。

20 c14 せ 寿し処　寿都　魚一心 ｜予約可（席のみ）
お食事券

1,500円分
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

12/1-3/31 11:00 - 16:30 (LO)
1,500円分のお食事券として利用

定休日：水曜日
　ニセコレ特典
ソフトドリンク付き

備考

20 c15 そ ビスターレ・カナ ｜予約可（前日15:00まで）
お食事券

1,500円分
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

12/1-3/31 11:30 - 15:00
1,500円分のお食事券として利用

不定休 (LO 14:00)
　ニセコレ特典
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。

20 c16 た ノーザンリゾートアンヌプリ内レストラン ｜予約不可
お食事券

1,500円分
住所

北海道虻田郡ニセコ町字ニセコ480-1
電話 0136-58-3311

期間 営業時間 　ニセコレクーポン利用方法

12/1-3/31
11:30 - 14:00
17:30 - 21:00

1,500円分のお食事券として利用

LO
　ニセコレ特典

備考 ■ニセコノーザンリゾートアンヌプリ内のレストランでご利用可能。
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21 c17 ち 道の駅ニセコビュープラザ(情報プラザ棟) ｜予約不要
お買物券

1,500円分
住所

ニセコ町字元町77-10
電話 0136-43-2051

期間 営業時間 　ニセコレクーポン利用方法

12/1-3/31 9:00 - 18:00
1,500円分のお買い物券として利用

　ニセコレ特典

備考

21 c18 つ ニセコチーズ工房 ｜予約不要
お買物券

1,500円分
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

12/1-3/31 10:00 - 17:00
1,500円分のお買い物券として利用

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。

21 c19 い ヴィラルピシア　ブティック ｜予約不要
お買物券

1,500円分
住所

倶知安町字樺山58-5
電話 0136-21-6818

期間 営業時間 　ニセコレクーポン利用方法

12/1-3/31 10:00-    16:00
1,500円分のお買い物券として利用

定休日：火曜日 
詳しくはwebサイトをご
確認ください。http:
//villa.lupicia.co.
jp/jp/jp

　ニセコレ特典
ーーー

備考
ブティックは予約無しでご利用いただけます。

22 c20 ち 道の駅ニセコビュープラザ(情報プラザ棟) ｜予約不要
ニセコ湯めぐり
パス（ブルー

カード）

住所
ニセコ町字元町77-10

電話 0136-43-2051

期間 営業時間 　ニセコレクーポン利用方法

12/1-3/31 9:00 - 18:00
湯めぐりパス（ブルーカード）と引き換える事
ができます。

　ニセコレ特典
ーーー

備考
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運営会社一覧

運営会社 問合せ 住所 営業時間

A NOCニセコアウトドアセンター 0136-44-1133
ニセコ町曽我138

9:00 - 20:00

B 北海道ライオンアドベンチャー 0136-44-2211
ニセコ町東山温泉 

9:00 - 17:00
ニセコビレッジ内・モービルベース

C NACニセコアドベンチャーセンター 0136-23-2093
倶知安町字山田179-53

9:00 - 17:00

D ニセコビレッジ 0136-44-2211
ニセコ町東山温泉

8:00-19:00

E ニセコアンヌプリ国際スキー場 0136-58-2080
ニセコ町ニセコ485 7:30-20:00

 ※3/22以降7:30-16:
00

F モイワスキー場 0136−59−2511
ニセコ町字ニセコ448

8:00-16:00

G ニセコロッジベアーズ 0136-58-3288
蘭越町字湯里167-33

9:00 - 21:00

H 革と珈琲 fan fun 0136-43-2626
ニセコ町字曽我256-3

10:00 -17:00

I 高橋牧場/ミルク工房 0136-44-3734
ニセコ町曽我888-1

9:30-17:30

J 北海道ライオンアドベンチャー 0136-43-2882
ニセコ町中央通60-4

9:00 - 17:00
ライオンニセコベース

K ニセコファイン 0136-58-3568
ニセコ町ニセコ431-1

8:00~17:00
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運営会社 問合せ 住所 営業時間

あ 木ニセコ 杏ダイニング 0136-22-5151
倶知安町字山田183-43

11:30 - 15:00
ホテル木ニセコ1階

い ヴィラ・ルピシア 0136-21-7880
倶知安町字樺山58-5

11:30 - 14:30 (LO)

う MIRU NISEKO BLACK WOOD 
GRILL

0136-55-6688
倶知安町字樺山259-133

11:30 - 14:30
MIRU NISEKO1階

え マイエコロッジ 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

お マイエコロッジ 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

か 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

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 ホテル甘露の森 ラウンジ 久糲和
（くれお）

0136-58-3800
ニセコ町字ニセコ415

11:30 - 14:00
ホテル甘露の森1階

け キースプリングニセコ 0136-55-6024
蘭越町字湯里701-12

11:30 - 14:30

こ 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

さ ヒルトンニセコビレッジ バー&グリ
ル メルト

0136-44-1111
ニセコ町字東山1

11:30 - 14:30
ヒルトンニセコビレッジ2階

し ヒルトンニセコビレッジ バー&ラウ
ンジ ザ・フレイム

0136-44-1111
ニセコ町字東山1 12:00 (土11:00) - 

18:00ヒルトンニセコビレッジ1階

す ニセコアンヌプリ温泉湯心亭 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

せ 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)

そ ビスターレ・カナ 0136-58-3330
ニセコ町字ニセコ431-1

11:30 - 15:00

た ノーザンリゾートアンヌプリ内レス
トラン

0136-58-3311
ニセコ町字ニセコ480-1 11:30 - 14:00 (LO)

 17:30 - 21:00 (LO)ノーザンリゾートアンヌプリ内

ち 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

つ ニセコチーズ工房 0136-44-2188
ニセコ町字近藤425-6

10:00 - 17:00
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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3月31日（木）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9,800円（税込）です。小学生以下のお子様もご利用可能ですが、通

常価格の方がお得になる場合もございますので各アクティビティ運営会社の情報をご参照してからご
購入ください。

■ 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。記入なしの場合
は無効となります。

■ 3種類の各クーポンの対象メニューよりお好きなメニューを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。

▶　青色の【ニ】クーポンは、メニュー【ニ】の中から1つ選んでご利用ください。メニュー【ニ】
をご利用にならない場合は、【セ】もしくは【コ】から１つ選んで利用することも可能です。

▶　緑色の【セ】クーポンは、メニュー【セ】の中から1つ選んでご利用ください。メニュー【セ】
をご利用にならない場合は、【コ】から１つ選んで利用することも可能です。

▶　ピンク色の【コ】クーポンは、メニュー【コ】の中から1つ選んでご利用ください。

■ 【コ】メニュー（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」のご提供、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もあります。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に、クーポンをご利用にならない、または一部のクーポンをご
利用にならない場合でも、払い戻しはできません。

■ 掲載内容は2021年12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。

■ 冬季は混み合いますので、早めのご予約をお勧めします。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ので、ご予約
時に必ずお客様ご自身でご確認ください。


