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倶知安
ニセコ

レンタル自転車・バイク
　　　　　　　　スタート

JR 倶知安駅、 ニセコ駅の両駅にある観光案内所でレンタル
自転車の今季営業が始まります。

◆ＪＲ倶知安駅観光案内所
時間︓9︓00 ～ 17︓00
種類︓通常自転車
料金︓1 日 500 円
問い合わせ︓0136-22-3344

◆JR ニセコ駅観光案内所
時間︓8︓00 ～ 17︓00
種類︓電動アシスト付き自転車 ・ 電動バイク
料金︓1 時間 860 円～
問い合わせ︓0136-44-2468

倶知安 Rhythm Japan 
　　　　　パンプトラック

リズムジャパンパンプトラックが無料で利用できます︕

時間︓8︓00 ～ 18︓00
会場︓サンスポーツランド
　　　　　　　　　　（樺山 41-5）

※ご利用前にリズムジャパン
店舗で誓約書にサインを
お願いいたします。

問い合わせ︓
Rhythm Japan （山田 190-1） 
0136-23-0164

倶知安 アイヌ料理（土日限定）
北海道の風土を表現しているアイヌ民族料理のランチセットを
期間限定で販売します。

期間︓8 月上旬まで
　　　　土日限定
時間︓11︓30 ～ 14︓30
料金︓1400 円
※1 日限定 20 食
場所︓杏ダイニング
　　　　　　　（山田 183-43）

問い合わせ︓
0136-22-5151

倶知安 パン食べ放題＆ランチビュッフェ
　　　　　　　　（土日祝限定）

羊蹄山の絶景を前に、 ニセコ近隣で育った新鮮な野菜をふ
んだんに使ったメニューと、 焼き立ての手作りパンが 20 種以
上あるランチビュッフェが、 時間無制限で食べ放題︕

期間︓週末、 祝日
時間︓11︓30 ～ 15︓00
料金︓大人 2000 円
　　　　 子供 1500 円
※保護者同伴の未就園児無料
場所︓雲レストラン

（山田 204-7 スカイニセコ 1 階）
問い合わせ︓
0136-55-6421　eat@kumoniseko.com

ニセコ
ニセコエリアを中心に後志管内の温泉施設をめぐるスタンプ
ラリーです。
料金︓200 円
参加受付施設︓道の駅ニセコビュープラザ
0136-43-2051　info@niseko-onsenbu.com

ニセコ湯めぐり名人
　　　　　　　（ニセコ温泉部）ニセコアンヌプリ星空の旅

ニセコアンヌプリ標高 1000ｍ展望広場からの星空観察、
澄んだ夜空に広がる満天の星空をお楽しみいただけます。

期間︓7 月 13 日～ 9 月 22 日の金 ・ 土 ・ 日から
　　　　 不定開催
時間︓7/13~ 19︓15 ～受付
　　　　 8/23~ 18︓30 ～受付
会場︓ニセコアンヌプリ国際スキー場（ニセコ町ニセコ 485）
料金︓大人　3,800 円　子供　2,300 円　未就学児無料
詳しくはアンヌプリ国際スキー場ＨＰをご覧ください。
　　　　　http://annupuri.info/summer/

問い合わせ︓0136-58-2080

ニセコ

蘭越
31( 土 ) ～

ARK スプリント 30031（土）
倶知安 夏の思い出コンサート 6

24（土）
倶知安

G20 観光大臣会合記念
ひらふ祭り 2019

倶知安 旭ヶ丘フロートレイル 倶知安 サマーゴンドラOPEN

ニセコ ニセココレクション
ニセコエリアで人気のアクティビティとランチ ・ 体験メニューが
3 枚選べるお得なクーポン販売中︕
お問い合わせは、 ニセコリゾート観光協会へ
0136-44-2468

今年も旭ヶ丘スキー場フロートレイルコースが OPEN

開催日︓土日祝のうち、
　　　　　　指定日のみ
時間︓10:00~12:00
         13:00~16:00
利用料︓1 回  500 円
　　　　　　1 日 2000 円
　　 シーズン券 5000 円
※町民及び高校生以下無料

問い合わせ︓倶知安観光協会（樺山 41-5） 
0136-55-5372　info@niseko.co.jp

サマーゴンドラで標高 820ｍへ。 ニセコアンヌプリ中腹の大
自然をニセコシエスタで満喫︕

期間︓9 月 23 日まで
時間︓9:00~16:00
※8/11~8/18 は 8︓30 ～
料金︓
往復　大人 1100 円　小人 550 円　（未就学児無料）
片道　大人　 700 円　小人 350 円（未就学児無料）
ペット　300 円

問い合わせ︓グラン ・ ヒラフ（山田 204） 
　　　　　　　　 0136-22-0109

2019 年 JAF 北海道ラリー選手権　第 5 戦
2019 年 JMRC 北海道 MARUI ラリーシリーズ　第 5 戦
TOYOTA GAZOO Racing Rally Challenge
2019 Joint cup 北海道ラリーシリーズ　第 5 戦

詳細は、ＨＰを
ご確認ください。

http://team-ark.jp/

毎年夏にニセコエリアで長期滞在
されているゲストと地元の皆さん
で、 夏の思い出コンサートを開催
します。

日にち︓31 日（土）
場所︓倶知安町公民館
　　　　　　　　　　　（南３東４）

問い合わせ︓
ニセコ音楽祭　0136-22-2306
niseko.music.festival
　　　　　　　　　　@gmail.com

毎年多国籍な雰囲気のお祭りが楽しめて大人気のひらふ祭り。
今年は、 G20 観光大臣会合記念 ・ そして 10 周年記念でパワーアップ︕
G20 記念の餅まきや花火大会、 そして 「G20 ワールドカーニバル」 と称し、
例年以上にインターナショナルな料理が楽しめます。

日時︓8 月 24 日（土）11︓00 ～ 21︓00
場所︓サンスポーツランドくっちゃん（樺山 41-5）

問い合わせ︓
ひらふ祭り実行委員会（倶知安観光協会 ・ ニセコひらふエリアマネジメント）
0136-55-5372 info@niseko.co.jp
当日の問い合わせ　080-6084-9837


