
【10/4-10/6（ニセコ町）】まるしぇ 20＠ニセコ高橋牧場 
G20 観光大臣会合開催記念イベント。 
北海道各地の味覚が高橋牧場に集合！ 
日時：10 月 4日（金）～6 日（日）9:30~18:00 
場所：ニセコ高橋牧場（ニセコ町曽我 888－1） 
https://www.niseko-takahashi.jp/marche20/ 
問い合わせ：G20 観光大臣会合実行委員会事務局（北海道総合政策部国際局国際課 011-204-5159） 
 
【10/5（倶知安町）】世界美術館紀行Ⅶ～ロンドン編 
映像とお話で世界の美術館を訪ねます。 
日時：10 月 5日（土）14：00～15：20 
場所：小川原脩記念美術館 映像ルーム 
（倶知安町北 6 条東 7 丁目１） 
参加費：無料 
https://www.niseko.co.jp/uploads/files/201910ogawara.pdf 
問い合わせ：小川原脩記念美術館 0136-21-4141 
 
【10/5（ニセコ町）】ニセコハロウィン 2019 
今年 12 年目のニセコエリアで最も有名なハロウィンイベント。 
日時：10 月 5日（土）9:30~15:30 
場所：ニセコ中央倉庫群（ニセコ町字中央通 60－2） 
[Trick or Treat] 
受付時間：9：30～11：30 
参加費：500 円 
※予約不要／300 名限定 
http://www.niseko-ta.jp/pdf/hw19-jpn.pdf 
http://www.niseko-ta.jp/pdf/hw19-eng.pdf 
問い合わせ：ニセコハロウィン実行委員会事務局（ニセコリゾート観光協会 0136-44-2468） 
 
【10/6（蘭越町）】キララ共和国建国祭 
お米のまち蘭越とブランド米「きらら 397」にちなんで命名されたお祭り。 
日時：10 月 6日（日） 
場所：蘭越町商店街 
（蘭越町蘭越町 43－1 周辺） 
https://rankoshi-
tourism.com/event/%E3%82%AD%E3%83%A9%E3%83%A9%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E7
%8B%AC%E7%AB%8B%E5%BB%BA%E5%9B%BD%E7%A5%AD/ 
問い合わせ：蘭越町商工会 0136-57-5437 
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【10/9~10/11（倶知安町）】金毘羅例大祭 
北海道で開かれる 1 年で最後の例大祭。全道各地から約 200 軒の露店が集いにぎわいます。 
日時：10 月 9日（水）～11日（金） 
場所：倶知安町メルヘン通り 
（倶知安駅周辺） 
https://www.niseko.co.jp/news/2019/konpira2019 
 
【10/12~10/13（ニセコ町）】ニセコアラウンドロングパス 
ニセコ～黒松内までのロングパス後半編。 
日時：10 月 12 日（土）～13 日（日）1泊 2 日 
集合場所：歌才自然の家 8:00集合 
（黒松内町字黒松内 584） 
参加費：15,000円 
※2日間で 35キロ歩きます。 
http://www.niseko-ta.jp/event/detail.php?id=949 
問い合わせ：（一社）黒松内観光協会 0136-72-3597 
 
【10/12（倶知安町）】アート・トーク 
「小川原脩セレクション」展の関連トーク。 
日時：10 月 12 日（土）14：00～15：00 
場所：小川原脩記念美術館 映像ルーム 
（倶知安町北 6 条東 7 丁目１） 
参加費：無料 
https://www.niseko.co.jp/uploads/files/201910ogawara.pdf 
問い合わせ：小川原脩記念美術館 0136-21-4141 
 
【10/17-10/18（蘭越町）】新米フェア＠ポールスター札幌 
昨年度の情報はこちら。 
http://www.town.rankoshi.hokkaido.jp/topics/2018/10/post_634.html 
 
【10/19（倶知安町）】くっちゃん Halloween 
倶知安市街地での初めてのハロウィンイベント！ 
日時：10 月 19 日（土）15：00～17：00 
場所：まちの駅「ぷらっと」 
（倶知安町北 1 条西 2 丁目 19） 
参加費：Trick or Treat 300 円、仮装コンテスト無料 
※Trick or Treat に参加する場合は 10 月 11 日までに参加チケット購入が必要です。 
販売場所：JR 倶知安駅観光案内所（9:00~17:00）・サンスポーツランドくっちゃん（9:00~18:00、平日のみ） 
https://www.niseko.co.jp/news/2019/kutchan-halloween-2019 
問い合わせ：（一社）倶知安観光協会 0136-22-3344 
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【10/19（倶知安町）】アート探訪＜みて・きいて＞34 
ポスト印象派であり「近代美術の父」とよばれたセザンヌの美術を紹介。 
日時：10 月 19 日（土）14：00～15：00 
場所：小川原脩記念美術館 映像ルーム 
（倶知安町北 6 条東 7 丁目１） 
参加費：無料 
https://www.niseko.co.jp/uploads/files/201910ogawara.pdf 
問い合わせ：小川原脩記念美術館 0136-21-4141 
 
【10/19（倶知安町）】1090 円ランチ＠ホテルニセコアルペン 食彩比羅夫 
夏季限定の 1090 円ランチ、今季最後です。 
日時：10 月 19 日（土）12：00～14：00 
場所：ホテルニセコアルペン 1 階 食彩比羅夫 
予約：予約不可 
※6月～10 月まで毎月 19 日に開催していた特別ランチです。 
http://www.grand-hirafu.jp/blog/hirafu-
news/2019/09/%E3%83%9B%E3%83%86%E3%83%AB%E3%83%8B%E3%82%BB%E3%82%B3%E3%82%
A2%E3%83%AB%E3%83%9A%E3%83%B3-%E9%A3%9F%E5%BD%A9%E6%AF%94%E7%BE%85%E5%
A4%AB-1090%E5%86%86%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%81.html 
問い合わせ：ホテルニセコアルペン 0136-22-1105 
 
【10/22（倶知安町）】くっちゃんフットパス 
日時：10 月 22 日（火）9:00~12:30 
集合場所：サンスポーツランドくっちゃん駐車場 
（倶知安町樺山 41－5） 
参加費：1000円 
※4.1km歩きますので、小学生以上で自力で遊歩道や自然道を歩ける方限定。 
https://youteifootpass.jimdofree.com/ 
問い合わせ：羊蹄を楽しみ隊 （石本さん 090-7658－7836） 
 
【10/25-10/26（倶知安町）】G20 観光大臣会合 
倶知安町内パークハイアットニセコ HANAZONO にて、G20観光大臣会合が開催。 
http://www.mlit.go.jp/kankocho/g20tourism-japan/ 
それに伴い、町内に交通規制・駐車場規制が実施されます。 
〇交通規制について 
https://www.town.kutchan.hokkaido.jp/news/town_administration/3258/ 
〇駐車場規制について 
https://www.town.kutchan.hokkaido.jp/news/tourism/3259/ 
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【10/26（倶知安町）】ニセコハロウィン仮装パーティ 
北海道で味わう本物のハロウィーンパーティ！ 
日時：10 月 26 日（土）16：00～24：00 
場所：ミッドタウンニセコ 
（倶知安町山田 91－17） 
参加費：無料 
※飲食代実費 
http://www.nisekotourism.com/ja/whats-on/event/2019-special-halloween 
問い合わせ：ニセコプロモーションボード 0136－21－2551 
 
【10/26（倶知安町）】アート・シネマ館 
ヴァン・ゴッホの最後の 72 日間を描いため「ヴァン・ゴッホ」を上映。 
日時：10 月 26 日（土）13：00～15：50 
場所：小川原脩記念美術館 映像ルーム 
（倶知安町北 6 条東 7 丁目１） 
参加費：無料 
https://www.niseko.co.jp/uploads/files/201910ogawara.pdf 
問い合わせ：小川原脩記念美術館 0136-21-4141 
 
【長期開催中のイベント等】 
●（倶知安町）レンタサイクル＠倶知安駅観光案内所 
期間：夏の間(降雪があるまで) 
時間：9：00～17：00 
料金：500 円／日 
場所：JR 倶知安駅観光案内所 
（倶知安町北 3 条西 4 丁目） 
※ご予約も可能 
※台数に限りがあります。 
問い合わせ：倶知安観光案内所 0136－22－3344 
 
●（倶知安町）旭ヶ丘公園スキー場フロートレイル 
期間：10 月 12 日（土）～14 日（月） 
時間：10：00～12：00、13：00～16：00 
料金：1回 500 円（町民・高校生以下無料） 
https://www.niseko.co.jp/news/2019/%E6%97%AD%E3%83%B6%E4%B8%98%E5%85%AC%E5%9C%92%
E3%82%B9%E3%82%AD%E3%83%BC%E5%A0%B4-%E3%83%95%E3%83%AD%E3%83%BC%E3%83%8
8%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%83%AB-%EF%BC%99-%EF%BC%91%EF%BC%90%E6%9C%88%E3%8
2%82%E5%96%B6%E6%A5%AD%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99 
問い合わせ：（一社）倶知安観光協会 0136－55－5372 
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●(ニセコ町)ニセコグリーンバイクプラス 
電動アシスト付き自転車もしくは電動バイクなので坂道ラクラクに進めます。 
期間：10 月末まで（予定） 
時間：8:00~17:00 ※雨天時は中止 
料金：自転車 860 円～、バイク 1100 円～ 
場所：JR ニセコ駅観光案内所 
（ニセコ町中央） 
http://www.niseko-ta.jp/news/detail.php?id=1173 
問い合わせ：JR ニセコ駅観光案内所 0136－44－2468 
 
●(ニセコ町)ニセコ湯めぐり名人 
ニセコ温泉郷や後志管内の施設をめぐる温泉スタンプラリー 
受付場所：道の駅ニセコビュープラザ 
（ニセコ町元町 77-10） 
参加費：200 円 
https://niseko-onsenbu.com/yumeguri-meijin 
問い合わせ：ニセコ温泉部事務局 info@niseko-onsenbu.com 

 
●（ニセコ町）ニセココレクション 
人気のアクティビティ・ランチ・体験メニューが 2 枚選べるお得なクーポン 
期間：10 月 31 日まで 
料金：大人 8500 円、子供 6500 円 
http://www.niseko-ta.jp/niseko_collection/ 
問い合わせ：ニセコリゾート観光協会 0136－44－2468 
 
●(ニセコ町)きいろカボチャラクガキコンテスト 
期間：10 月 14 日（月）まで 
参加費：無料 
http://cgi1.plala.or.jp/~kiranoyu/cgi-bin/topics/topics_single.cgi?arg=104 
問い合わせ：ニセコ駅前綺羅乃湯落書きコンテスト事務局 0136－44－1100 
 
●（ニセコ町）サイクル拠点実証実験 
ニセコ除雪ステーションを「サイクル拠点」とする社会実験を実施中。 
期間：10 月 14 日（月）までの土・日・祝 
時間：7:00~17:00 
場所：ニセコ除雪ステーション 
（ニセコ町元町 61） 
https://www.town.niseko.lg.jp/information/2541/ 
問い合わせ：羊蹄ニセコ自転車走行協議会 ynca@tk.pacific.co.jp 
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●(広域)G20x しりべし周遊カード 
後志管内のキャラクターカードを集めることができる周遊促進プロジェクト。 
期間：9月 28日～（各施設カードがなくなるまで） 
http://www.shiribeshi.pref.hokkaido.lg.jp/ss/srk/kankou/shiribeshicard.htm 
問い合わせ：後志観光連盟事務局 （後志総合振興局商工労働観光課内 0136－23－1365） 
 
●(ニセコ観光圏)ニセコラグビーワールドカップ 
ラグビーワールドカップ 2019すべての試合がニセコエリアのレストランやバーで観戦できます。 
http://www.nisekotourism.com/ja/whats-on/event/2019rugby 
問い合わせ：ニセコプロモーションボード 0136－21－2551 
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