
ニセコグラン・ヒラフ　ホテルニセコアルペン33
ニセコグラン・ヒラフは楽しみ盛りだくさん。サマーゴンドラで標高820mまで
空中散歩♪ニセコアンヌプリ中腹からは羊蹄山や余市岳、有珠山等の大パノラマ
が広がります。
山麓の芝生エリアで手ぶらでラクラクバーベキュー♪大型テント完備だから突然
の天候変化にも安心。食彩比羅夫で海の幸を味わうのもオススメです。ホテルニ
セコアルペン内は天然温泉をはじめ岩盤浴や温水プール、カラオケ、ボディケア
もご用意。売店にはお土産はもちろんコンビニコーナーやスポーツギアコーナー
もあるので、様々なシーンでご利用いただけます。

期間中無休
5名様

0136-22-1105 ( ホテルニセコアルペン)
倶知安町字山田204

特典

大人往復：通常¥1,100➡ぽけしり特別価格¥1,000
小学生：通常¥550➡ぽけしり特別価格¥500
※未就学時は無料です。

サマーゴンドラ

特典

●温　泉　大人通常￥700→￥500
　　　　　小学生通常￥400→￥300
●岩盤浴　大人通常￥1,000→￥700　※要予約
●温水プール　大人通常￥600→￥400
　　　　　　　小学生通常￥400→￥200
●売　店　お会計より5％OFF
　※セール品、たばこ、薬、雑誌等を除く

ホテルニセコアルペン

※上記全て他の割引券等との併用不可。

9:00-16:00（営業期間7/16-9/25）

特典

ランチ10％OFF
※前日16:00迄の要事前予約

BBQ ガーデン

ランチ12:00-14:00、
ディナー17:30-20:00（営業期間9/25迄）

特典

ランチ10％OFF

食彩比羅夫

ランチ11:30-14:00、
ディナー18:00-21:00

●温泉/岩盤浴　13:00-22:00（21:00受付終了）
●温水プール　12:00-21:30（20:30受付終了）
●売店　8:00-21:30

ニセコカリー小屋23
全国にファンをもつ29年目を迎える老舗
スープカレー店。絶妙な旨味スープとス
パイス感が人気で、自店製造のレトルト
は地方発送も可。自家焙コーヒーはテイ
クアウトでもお楽しみください。

平日の火、金
（その他不定休あり、平日月曜多い）

11:30頃-14:30頃
（売り切れの場合は早めに閉店）

制限なし

特典

0136-23-3688
倶知安町字山田74

自家製造レトルトスープ
カレー「ニセコスープカ
リー」を2袋以上お買上
げの方にニセコ天然水サ
イダーをプレゼント。飲
食なしでもOKです。

名畑石油㈱北5条SS12
倶知安でのガソリンは当SSで。
省燃費オイル、ガラスコーティングのピュ
アキーパーを特別価格で提供！

無休

7:00-20:00

制限なし

特典

0136-22-0870
倶知安町北5条東1

オイル交換セットメニュ
ーから20%OFF、
コーティング20%OFF、
各種洗車特価サービス

倶知安風土館13
倶知安風土館は、ニセコと羊蹄山の自然を
テーマにした「自然と環境」のゾーンと、
倶知安の歴史と暮らしを紹介する「暮らし
と文化」の2つゾーンがあります。
「見て、触れて、感じる博物館」へぜひ。

火曜（祝日の翌日休館）

9:00-17:00

1組

特典

0136-22-6631
倶知安町北6東7-3

観 覧 料 、 一 般 2 0 0 円 →
100円。
※高校生以下、美術館観
覧者は無料。

小川原脩記念美術館14
本町出身の画家、小川原脩を記念して建
設された美術館。外観は「風景としての
建物」を意識し、ホールから窓越しに眺め
るえぞ富士はまるで一枚の絵のようです。
感動間違いなし。

火曜（祝日の翌日休館）

9:00-17:00

家族全員

特典

0136-21-4141
倶知安町北6東7-1

観 覧 料 、 一 般 5 0 0 円 →
400円、
高校生300円→200円、
小・中学生100円→50円

農家のそばや羊蹄山17
羊蹄山の麓で幻と言われる牡丹そばを自
家栽培。毎日使う分を蜂巣石の石臼にて
低速に粗めに自家製粉。そして、羊蹄山
の湧水で打った羊蹄山十割そばをお楽し
み下さい。

水曜

11:00-15:30

1家族、1グループ

特典

0136-21-2308
倶知安町字富士見463-5

隣接する姉妹店「ファー
ムレストランじゃが太」
のコロッケを1割引

ファームレストランじゃが太18
自家栽培のじゃがいもを利用し、秋は畑で
良く寝かした「完熟じゃがいも」、春は自
然エネルギーを利用した「雪室貯蔵じゃが
いも」で作ったコロッケ等。自慢の美味し
いじゃがいもをご堪能ください。

火曜

11:00-15:30

1家族、1グループ

特典

0136-23-1120
倶知安町字富士見449-4

食後のコーヒーを200円
でご提供

手打蕎麦いちむら24
厳選した蕎麦を毎日自家製粉し、天然水
で打った蕎麦。
揚げたての天ぷらもお勧め。

火曜

11:00-15:00（売切れ次第終了）

5名様

特典

0136-23-0603
倶知安町山田68-4

飲食代金より5%OFF

Bang Bang39
楽しい一時をお過ごしください。

水曜

18:00-22:30

制限なし

特典

0136-22-4292
倶知安町字山田188-24

ご飲食代金より10%OFF

RHYTHM Japan37
マウンテン・ロードバイクなど自転車各
種とSUPボードのレンタル、ツアー、販売
のお店です。その他、キャンプ用品、ス
ケートボード、アパレルも販売中！

無休

8:00-18:00

1組

特典

0136-23-0164
倶知安町字山田190-1

各レンタル　10％OFF

自家製うどん ごころ29
道産小麦『きたほなみ』を使用し、2日間
熟成させコシと喉越しあるおうどん。
出汁は、利尻昆布と3種類の節でとる、こ
だわりの黄金色のおだし。

水曜・第3木曜(変更する場合あり）

平日11:30-14:00　
土日祝11:00-14:00

（麺がなくなり次第
　終了致します）

うどんをご注文いただいた人数

特典

0136-23-3939
倶知安町字山田72-8 宿『銀嶺』内

うどんご注文の方に『半
熟卵天』1人1個サービス
※8/11-16は除く

ニセコグリーンファーム30
羊蹄山が望める、広大
な有機（オーガニック）
農場で、特製石窯でや
くピザ作り体験と、農
作業を体験するファー
ム体験をお楽しみいた
だけます。

お問合せ 平日10:00-17:00

ピザ体験：土日祝と8/11-17の毎日
ファーム体験：平日のみ

1組

特典

0136-22-2868
倶知安町字比羅夫258-3

ピザ体験・ファーム体験
を予約されたお客様に、
プレゼントあり。

本格インド料理 TAJ MAHAL
倶知安店27

社長もコックもインド人でおなじみイン
ド料理の老舗レストラン。数十種類のス
パイスをブレンドしたオリジナルカレーと
タンドールで焼くもちもちナンは絶品！
ファミリーでお楽しみ頂けます。

無休

11:00-21:30　
※火曜は17:00-21:30

制限なし

特典

0136-22-4566
倶知安町字高砂222-8

10％OFF
（ランチメニュー除く）

三代目　魚屋　侍28
小樽市場・寿都漁港に直接仕入れしてお
り鮮度の良い魚を取り扱っています。刺
身の盛り合わせ、BBQ用の海鮮、地方発
送いたしますのでお気軽にご来店下さい!!

水曜、お盆

12:00-19:00

制限なし

特典

0136-55-5888
倶知安町南11条東１丁目

3000円以上お買い上げ
のお客様10％OFF

Vale Bar & Grill34
ザ・ヴェールニセコの1階にある上品で
高級感のあるレストラン・バー。地元の
新鮮食材を使用した和洋食はもちろん、
雰囲気の良いバーとしてもお楽しみいた
だけます。

ディナー月・火・水・木

朝食7:00-10:00
ディナー17:00-22:00

1組

特典

0136-21-5833
倶知安町山田166-9

ディナー10％OFF

Monty's38
ヒラフの中心地に位置するレストランです。
ウェスタン風の食事をメインに提供して
おります。ディナーでは外でBBQを行う
こともできますのでお気軽にお越しくだ
さい。

火曜、水曜、木曜

7:30-15:00、18:00-21:00

制限なし　※7/10よりオープン

特典

0136-55-5989
倶知安町山田170-136

お食事と飲み物をオーダ
ーされたお客様、お食事
のセットをオーダーされ
たお客様に10％OFF

THE NORTH FACE 
GRAVITY NISEKO45

高品質で高機能なウェア・グッツを中心
とした幅広い品揃えに加え、１階にはコ
ーヒースタンドを設置。ニセコならでは
のイベントも開催しております。

無休

10:00-18:00

1組

特典

0136-55-8086
倶知安町山田170-150

滞在期間中1回に限りお一人
様コーヒー1杯サービス

ホワイトアイル31
電動アシスト自転車ツアー：所要時間約
3時間8,500円。
SUP体験：約2時間6,480円。
ニセコエリアの無料送迎つきですので、
お気軽にお問合せください。（要予約）

無休
9:00-16:00

1組

特典

0136-22-2500
倶知安町字旭392-3

アクティビティー
10％OFF

グリーン茶草32
ニセコ・ヒラフ地区の白樺林に囲まれた
日本茶カフェです。オーガニックにこだ
わり全国各地から厳選した煎茶、手作り
の抹茶アイスなどをお楽しみください。

火曜、水曜

11:00-18:00（Lo17:30）

制限なし

特典

0136-55-5934
倶知安町樺山59-35

ドリンク・スイーツ
10％OFF

エルモーサ・アンヘルNo.144
ひらふ坂に面した「Hirafu188」内にあ
り、とっても便利。スポーツ後のボディ
ケアはもちろん、「何もしない日」のマ
ッサージ＆エステもおすすめです。全身
をくまなくほぐして優雅な休日を。

無休

15:00-24:00

制限なし

特典

0136-23-2004、090-2696-5777
倶知安町山田188-9 "Hirafu188"B1

全メニュー20%OFF
お盆の時期
（8/13～8/16）
のみ割引除外

オオワシロッジ42
ひらふにある素泊まり用バックパッカー
宿です。グラン・ヒラフスキー場よりわず
か100ｍという素晴らしいロケーション、
低価格で快適な空間です。交流の場にい
かがでしょうか。

無休

8:00-18:00

制限なし

特典

0136-55-5111
倶知安町山田188-7

館内のビリヤード、ダー
ツ、卓球、インターネッ
ト用パソコン、無料で利
用可。

Mariposa43
マフィン、スコーン、シュークリーム、
シフォンケーキ、ゆっくり時間をかけて
作った自家製酵母による天然酵母パンを
焼いています。すべて手作りなので数量
限定です。電話予約可能です。

水曜

10:00-20:00

１家族１個

特典

0136-22-5677
倶知安町字山田185

1000円以上お買い上げ
でお好きなシフォンケー
キ１点プレゼント

比羅夫坂36
新しくシャレーアイビーにオープンした
居酒屋ダイニング「比羅夫坂」。開放的
なガラス張りの店内で、種類豊富な本格
和食をご堪能ください。

ランチ12:00-14:30　
Café time14:30-18:00　
ディナー18:00-22:00
無休 1組

特典

0136-22-1125
倶知安町山田188-19 Chalet Ivy 2F

お食事の際￥1,000まで
のドリンク1杯サービス

Bang2(Deux)40
ラーメンをメインに多彩なランチをお楽
しみください。

水曜

11:30-14:30

制限なし

特典

0136-22-1480
倶知安町山田188-29

ご飲食代金より10%OFF

バ ン ド ゥ ー

地粉パンまる麦工房19
カンパーニュやライ麦パンをはじめ、黒千
石の豆パン、ポリフェノールが多いエリモ
小豆で作ったあんぱん、発芽雑穀入りパン
など、身体に優しいオーガニックにもこだ
わった天然酵母パンを提供します。

火曜、第2・3水曜

10:00-16:00

1家族、1グループ

特典

0136-22-5366
倶知安町字富士見449-4

隣接する姉妹店「ファー
ムレストランじゃが太」
のコーヒーなど、ソフト
ドリンクを200円でご提
供。お買い求めのパンと
一緒にご飲食出来ます。

ヨウテイアウトドア20
0歳から大人まで楽しめる湧水の池ラフテ
ィング。羊蹄山を眺めながら、のんびり
ラフティング体験できます。ぬれないの
で準備もいりません。普段着でOKです。

不定休

8:00-18:00

1家族、1グループ

特典

080-6075-9466
倶知安町字富士見449-4

オリジナルステッカーを
プレゼント！

NACニセコ
アドベンチャーセンター21

ニセコの自然を存分に楽しめるアドベン
チャーツアーやレースを通年開催。1Fに
アウトドアショップ、2Fにオープンテラ
スのレストラン、吹抜けではインドアロ
ッククライミングが楽しめます。

無休

8:00-21:00

7名様

特典

0136-23-2093
俱知安町字山田179-53

ニセコアクティビティ
10％OFF

NOASC
アドベンチャーツアー25

山に川、ニセコの大自然をおもいっきり
楽しむならＮＯＡＳＣへ！

不定休

8:30-17:30

制限なし

特典

0136-23-1688
倶知安町字山田20-6

な 、 な 、 な ん と 、
10%OFF！（大人のみ）

ノーアスク

ニセコHANAZONOリゾート26
ＨＡＮＡＺＯＮＯは大自然の中、身体を
使って思い切り遊べるアウトドアアクテ
ィビティいっぱいで皆様をお待ちしてい
ます！仲間や家族とこの夏たくさんの思
い出を作ろう！

無休

プログラムにより異なる

1組

特典

0136-21-3333
倶知安町字岩尾別328-1

全てのアクティビティ
（ゴルフ除く）10％　
※8/6-8/21は除く

ふじ鮨ニセコ店41
ゆったりとくつろげる店内でお寿司はもち
ろん、天ぷら、ラーメン、丼物等、豊富な
メニューをとりそろえております。
６～８月は積丹産の生うにがおすすめです。

水曜

11:00-20:00

1組

特典

0136-23-2661
倶知安町字山田167-7

お食事合計金額より
10%OFF。但し現金のみ
（クレジットカード不可）
※ランチバイキングは割
引対象外

阿武茶　弐号店
あ ぶ ち ゃ

35
ニセコの人気店！夏のキーワードは旬の
地場野菜！朝採り野菜をふんだんに使っ
た創作料理やオリジナルドリンク、絶品
自家製ケーキで夏のニセコを感じてみて
は!?座敷有、お子様連れ大歓迎！

月曜定休（夏季）

18:00-25:00（L/O23:30）

1組

特典

0136-22-5620
倶知安町字山田191-29 水墨ビル1Ｆ

お会計の際にカード提示
で5%OFF致します。

レンタルコテージ泉郷22
コテージご宿泊に限らずニセコを訪問し
てくださる一般のお客様全てにテニスや
釣堀のアクティビティをご用意しており
ます。緑いっぱいの自然のもと、皆様で
お楽しみください。

無休

8:00-21:00

1組

特典

0136-23-3301
俱知安町字山田132　泉郷管理センター

テニスコート使用料1時間
1500円→1000円（平日）
2000円→1500円（土日祝）
ラケットシューズレンタル各
300円→無料。釣り堀体験1
時間１竿1600円→1100円

北海道うまいもの農園
倶知安店15

地場の新鮮野菜を取りそろえております。

水曜

10:00-18:00

1組

特典

0136-22-0020
倶知安町高砂87-18

発送運賃100円引き
（１件につき）
※80サイズ以上、道外
発送に限る

ヒラフゴルフセンター16
俱知安町ひらふにあるゴルフセンター。
ゴルフ好きがこぞって練習にやってくる穴
場スポットです。
お一人でもお仲間同士でも、お気軽にご利
用下さい。

無休

10:00-21:00

2名様

特典

0136-22-0246
倶知安町比羅夫32

3000円券購入で1000円
割引。
（自販機での購入は不可）

自然体験グラウンド
「ピュア」52

ピュアはニセコビレッジの自然アクティビテ
ィグラウンドです。カフェでくつろぎながら
楽しむランチや木々の中でのツリートレッキ
ング、ジップラインでの空中飛行や乗馬など。
誰もが童心に返って楽しめます。

無休

9:00-17:00

4名様

特典

0136-44-2211
ニセコ町東山温泉

「ピュア」アクティビティ
直営メニューの10％OFF
※ただし熱気球、乗馬体
験および不思議の森の宝
での利用を除く

本格インド料理 TAJ MAHAL
ニセコアンヌプリ店53

社長もコックもインド人でおなじみイン
ド料理の老舗レストラン。カレー＆ナン
のほか、夏期には屋外でインド風BBQ
（一皿500円～）もあり。16:00-18:00
ハッピーアワー　ビール400円。

月曜

11:30-21:00

制限なし

特典

0136-55-8699
ニセコ町ニセコ429-45

10％OFF
（ランチメニュー除く）

ペンション　ふきのとう47
・トールペイント
　（木製品に簡単な絵を描く）2,500円～
・植物観察　2,500円～
・天体観測　1,500円～
　（2日前までにお申込みください。）

無休
プログラムにより異なる

2名様

特典

0136-58-2623
ニセコ町字ニセコ482-1

一般価格の10%OFF

ビスターレ・カナ48
ネパールカレーは、日本の薬膳と同じで
す。現地では毎日朝晩カレーを食べてい
ます。当店でも現地のカレーを提供して
おります。是非、自慢のネパールカレー
をご賞味ください。

不定休
11:30-15:00、17:30-19:30

1組

特典

0136-58-3330
ニセコ町字ニセコ431-1

レストラン：平日ランチカレ
ーメニューオーダーの方ラッ
シー(ヨーグルトドリンク)プ
レゼント。
ペンション：ディナーの時に
グラスワイン一杯プレゼント

革と珈琲 fanfun49
簡単すぐにオリジナルの革小物製作体験
が出来ます。キーホルダー、ストラップ、
小銭入れなど常時10数種類のメニューか
らお選び頂けます。

火曜
10:00-17:00

1組

特典

0136-43-2626
ニセコ町字曽我256-3

レザーワーク体験のお客
様にオリジナルクローバ
ーチャームをプレゼント

ニセコシーズンズ50
東山地区にある、はちみつ＆ジャムの食
品・アメリカン雑貨のお店。各種手作り
体験メニューも豊富です。

無休
10:00-16:00

1家族6名様

特典

0136-44-1888
ニセコ町字曽我885-3

お買い物及び手作り体験
費用の10％OFF　
※割引済みの商品など、
一部対象外となります。

ニセコアウトドアセンター51
代表的なツアーは、カナディアンカヌーで尻別
川を下る「しりべつ川カヌーツーリング」。
参加者がカヌーを操作することで、本来の楽し
さを感じられます。北海道認定カヌーガイドが
サポートしますので安心です。

無休
8:30-17:00

1家族・1グループ

特典

0136-44-1133
ニセコ町曽我138-8

アウトドア体験で記念品
贈呈

ニセコアンヌプリゴンドラ46
片道約10分、一気に標高1千ｍ地点へ。
展望台からは羊蹄山や洞爺湖などを見渡
すことが出来ます。展望台横から続くア
ンヌプリ登頂ルートは登り約50分の最短
ルート。愛犬との乗車も可能です。

不定休

7/16-10/16は9:00-16:30
（上り乗車は最終16:00）
但し8/6-21は8:00～営業開始

制限なし

特典

0136-58-2080
ニセコ町ニセコ485

団体料金適応
（一般料金の約10％OFF）

羊蹄山麓パン工房 麦風1
自家製酵母と道産小麦、ニセコ甘露水、
オーガニックドライフルーツ＆ナッツ等
厳選素材を使用し、体に優しいパンを焼
いています。自然豊かな味わいをお楽し
みください。

火曜、第1・３水曜

11:30-18:30

1名様

特典

0136-22-1631
倶知安町北1東1

牛乳以外の商品は、
3％OFF

梅月菓子舗2
郷土銘菓、季節の和菓子、多数取り揃え
ております。

日曜

8:30-19:30

1組

特典

0136-22-0342
倶知安町北1西1

1000円以上お買い上げ
でニセコフロマージュ生
サブレ1枚プレゼント。
2000円以上で2枚、
3000円以上で3枚プレゼ
ント！

菓子工房みやたけ3
規格外のじゃがいもで作ったポテトペー
ストを使ったお菓子や、ふんわりもちも
ちなオムレット、羊蹄山をイメージした
クッキーなどいろいろなお菓子をおいて
います。

月曜（祝日の場合火曜）

9:00-19:00（日曜、祝日は18時迄）

1名様

特典

0136-22-0265
倶知安町北1西2

1080円以上お買い上げ
のお客様にYOUTEIZAN 
COOKIE1個プレゼント。
（売り切れの場合、お好きな
マカロン1個プレゼント）

Bar eddy4
飲み放題2000円（90分3名以上）やっ
ております！

日曜・祝日

20:00-26:00

1組

特典

0136-22-6656
倶知安町北1西1

ポテトチップスサービス

はんこ広場倶知安店7
長期滞在のお客様同士で、こちらでのパー
ティーも多いようです。
ご自宅、連絡先を記載した名刺のご注文も
多いです。いかがですか？

土、日、祝、夏季休暇

9:00-18:00

1組

特典

0136-55-6078
倶知安町南1西1 北洋銀行倶知安支店向かい

名刺印刷、印鑑各種
10%OFF

ラッキー倶知安店10
倶知安町や後志で採れた新鮮な野菜、近
郊の岩内・小樽漁港から直接買付け仕入
れた抜群の鮮度の魚介類を取り揃えてい
ます。北海道ニセコの味をご堪能ください。

無休

9:30-21:00

1組

特典

0136-21-3677
倶知安町南2西1-1-11

全商品税込み価格から5％
OFF（一部除外品あります）

トヨタレンタリース新札幌
ニセコ倶知安店11

トヨタレンタカーでしりべしを楽しもう！
しりべしでのドライブは是非当店で！

無休

9:00-18:00

制限なし

特典

0136-25-1010
倶知安町北1西2まちの駅ぷらっと

カード提示で時間料金から
10％OFF
（7-8月は夏季料金、
P0/P1/HV1/HW1/W1を
除く）

ラーメン店　なかま8
当店自慢の油抜きしたチャーシューや4種
類の手作り餃子、そして梅風味がクセに
なる梅塩ラーメンが大人気です。
ホッとする優しい味わいの一杯をどうぞ！

水曜

11:30-14:30、17:00-23:30（金土は
24:30まで、土日祝は中休みなし）

5名様まで

特典

0136-22-0660
倶知安町北1西1-2

バターorコーンのトッピ
ングいずれか1つサービス

コープさっぽろ倶知安店9
人気の「しりべし名産品コーナー」や「北
海道どさんこプラザ札幌店のサテライト」
など、コープのお店の中で、倶知安店にし
かない商品がたくさんあります。

無休

9:00-21:00

1組

特典

0136-23-0123
倶知安町北3西4-3-2

お買物された方、オリジナル
ステッカープレゼント
（サービスカウンターにて）

倶知安観光案内所　
iCenter5

観光にお買物に、便利なレンタサイクル
はいかがですか？観光案内所では各種観
光パンフレット、お得な割引券など多数
ご用意しております。

無休

9:00-18:00

1組

特典

0136-22-3344
倶知安町北4西4（ＪＲ倶知安駅構内）

レンタサイクル 
500円→250円

BOOM Sports
(ブームスポーツ)6

倶知安の駅前にあるスポーツショップ！
毎日がお買い得価格にて♪さらに倶知安・
ニセコ限定お土産コーナーもございます。

水曜

平日10:00-19:00、
日曜・祭日10:00-18:00

制限なし

特典

0136-23-0011
倶知安町南1西1-12-2 BoomBLDG.

現金お支払いで10%OFF
クレジットカードお支払
いで5%OFF。
（さらに1万円以上お買い
上げでコーヒーサービス）

Ｎ

特典

羊蹄山麓パン工房 麦風1
自家製酵母と道産小麦、ニセコ甘露水、
オーガニックドライフルーツ＆ナッツ等
、厳選素材を使用し、体に優しいパンを
焼いています。自然豊かな味わいをお楽
しみください。

牛乳以外の商品は、3％OFF

11:30-18:30

1名様

0136-22-1631
倶知安町北1東1

火曜、第1・３水曜
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支笏洞爺国立公園

半月湖畔自然公園

至 キロロ・小樽 ↑至 キロロ・小樽 ↑

↑至 岩内・余市↑至 岩内・余市

↓至 ニセコ↓至 ニセコ

鏡沼鏡沼
ＨＡＮＡＺＯＮＯシャトル

半月湖

ひらふひらふ

ハイキングコース（半月湖一周）ハイキングコース（半月湖一周）

案内板案内板

富士見橋富士見橋

花園牧場花園牧場

旭ヶ丘公園キャンプ場旭ヶ丘公園キャンプ場

旭ヶ丘公園旭ヶ丘公園

ウェルカムセンターウェルカムセンター

ひらふ温泉郷ひらふ温泉郷
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花園エリア

花園エリア

倶知安ニセコ線倶知安ニセコ線

旭ヶ丘スキー場旭ヶ丘スキー場

倶知安温泉倶知安温泉

ニセコ東急ゴルフコースニセコ東急ゴルフコース

ニセコマウンテンリゾート　

グラン・ヒラフ

ニセコマウンテンリゾート　

グラン・ヒラフ

花園温泉郷花園温泉郷

富士見富士見

高　嶺高　嶺

レルヒ記念公園レルヒ記念公園

陸上自衛隊
倶知安駐屯地
陸上自衛隊
倶知安駐屯地

倶知安橋倶知安橋

後志総合振興局後志総合振興局

倶知安風土館倶知安風土館

小川原脩記念美術館小川原脩記念美術館

百年の森公園百年の森公園

くっちゃんマルシェ

ゆきだるま

くっちゃんマルシェ

ゆきだるま

羊蹄山避難小屋（有料）羊蹄山避難小屋（有料）

倶知安コース（ひらふコース）

倶知安コース（ひらふコース）

羊蹄山

（蝦夷富士）（後方羊蹄山）

１８９８ｍ

羊蹄山

（蝦夷富士）（後方羊蹄山）

１８９８ｍ

高　砂高　砂

琴　平琴　平

峠　下峠　下

倶知安峠倶知安峠

岩尾別岩尾別

旭旭

花　園花　園

サンモリッツ大橋サンモリッツ大橋

比羅夫比羅夫

山田山田

樺山樺山

京極倶知安線京極倶知安線

北海道うまいもの農園
倶知安店
北海道うまいもの農園
倶知安店

ニセコカリー小屋ニセコカリー小屋

名畑石油北５条 SS名畑石油北５条 SS

農家のそばや羊蹄山農家のそばや羊蹄山

ヨウテイアウトドアヨウテイアウトドア

ファームレストランじゃが太ファームレストランじゃが太

地粉パンまる麦工房地粉パンまる麦工房

倶知安町役場倶知安町役場

手打蕎麦いちむら手打蕎麦いちむら

レンタルコテージ泉郷レンタルコテージ泉郷

グリーン茶草グリーン茶草

NAC ニセコ
アドベンチャーセンター
NAC ニセコ
アドベンチャーセンター

NOASC アドベンチャーツアーNOASC アドベンチャーツアー

ニセコ HANAZONO リゾートニセコ HANAZONO リゾート 三代目 魚屋 侍三代目 魚屋 侍

倶知安
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ヒラフゴルフセンターヒラフゴルフセンター
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32
ニセコグリーンファームニセコグリーンファーム

ホワイトアイルホワイトアイル

30

28

自家製うどん ごころ自家製うどん ごころ

本格インド料理 TAJ MAHAL 倶知安店本格インド料理 TAJ MAHAL 倶知安店

27

29

31

くっちゃんくっちゃん

尻別川尻別川

至 京極→至 京極→

至 京極→至 京極→

巽巽

Ｎ

羊蹄山

（蝦夷富士）（後方羊蹄山）

1898ｍ

羊蹄山

（蝦夷富士）（後方羊蹄山）

1898ｍ

アンヌプリアンヌプリ

京極倶知安線京極倶知安線

478

5

343

343

ニセコ大橋ニセコ大橋

66

半月湖

ニセコニセコ

比羅夫比羅夫

↑ 至 倶知安↑ 至 倶知安

至 蘭越 ↓至 蘭越 ↓ 至 真狩 →至 真狩 →こんぶこんぶ

←至 蘭越・黒松内・寿都←至 蘭越・黒松内・寿都

ニセコ町役場ニセコ町役場

道の駅ニセコビュープラザ道の駅ニセコビュープラザ

ニセコ

グランヒラフ

ニセコ

グランヒラフニセコビレッジニセコビレッジ
アンヌプリ

国際スキー場

アンヌプリ

国際スキー場

ニセコシーズンズニセコシーズンズ

本格インド料理 TAJ MAHAL
ニセコアンヌプリ店
本格インド料理 TAJ MAHAL
ニセコアンヌプリ店

自然体験グラウンド「ピュア」自然体験グラウンド「ピュア」

ニセコアンヌプリゴンドラニセコアンヌプリゴンドラ

ニセコアウトドアセンターニセコアウトドアセンター

fanfunfanfun

ペンション＆レストラン
ビスターレ・カナ
ペンション＆レストラン
ビスターレ・カナ

ペンションふきのとうペンションふきのとう

ニセコ Ｎ
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ひらふエリア

阿武茶 弐号店阿武茶 弐号店

Vale Bar & GrillVale Bar & Grill

RHYTHM JapanRHYTHM Japan

Monty’sMonty’s

THE NORTH FACE
GRAVITY NISEKO
THE NORTH FACE
GRAVITY NISEKO

比羅夫坂比羅夫坂

Bang2(Deux)Bang2(Deux)

Bang BangBang Bang

ニセコグラン・ヒラフ
ホテルニセコアルペン
ニセコグラン・ヒラフ
ホテルニセコアルペン

オオワシロッジオオワシロッジ

ウェルカムセンターウェルカムセンター

サン・スポーツランド
くっちゃん

サン・スポーツランド
くっちゃん

至 倶知安市街地→至 倶知安市街地→

↓至 ニセコ↓至 ニセコ

MariposaMariposa43

ふじ鮨ニセコ店ふじ鮨ニセコ店41

36

42

39

33

37

34

45

38

40

35

エルモーサ・アンヘル No.1エルモーサ・アンヘル No.144

ニセコマウンテンリゾート　
グラン・ヒラフ
ニセコマウンテンリゾート　
グラン・ヒラフ

ひらふエリア
Ｎ
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はんこ広場倶知安店はんこ広場倶知安店

羊蹄山麓パン工房麦風羊蹄山麓パン工房麦風

Bar eddyBar eddy

菓子工房みやたけ菓子工房みやたけ

倶知安観光協会事務所倶知安観光協会事務所

くっちゃんくっちゃん

倶知安観光案内所 iCenter倶知安観光案内所 iCenter

トヨタレンタリース新札幌
ニセコ倶知安店
トヨタレンタリース新札幌
ニセコ倶知安店

BOOM SportsBOOM Sports

梅月菓子舗梅月菓子舗

なかまなかま

ラッキー倶知安店ラッキー倶知安店

コープさっぽろ倶知安店コープさっぽろ倶知安店

倶知安市街地
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↑至 岩内・余市↑至 岩内・余市
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