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2013 ニセコビレッジ ゴールデンウィーク・レジャー情報
春スキーにゴルフ＆サマーアアクティビティ
冬と夏のリゾートスポーツが同時に楽しめる
冬と夏のリゾートスポーツが同時に楽しめる一年で最も
に楽しめる一年で最も贅沢な
一年で最も贅沢な時間
贅沢な時間

スキーシーズンも終盤、春のニセコビレッジは春スキーのほかにゴルフ場もオープンし、様々なサ
マーアクテイビティが同時に楽しめる、一年で最も贅沢な季節です。2013 年ゴールデンウィーク期
間は 4 月 27 日から 5 月 6 日までスキー場の特別営業を行うほか、スキーをされないお客様にも残雪
のニセコと麓のパノラマがお楽しみいただける観光ゴンドラを運行、さらに期間中は「ピュア」ア
クティビティの人気アトラクション「ジップラインツアー」も営業いたします。ゴルフはニセコビ
レッジゴルフコースに隣接するヒルトンニセコビレッジのお得な宿泊パッケージをご用意しており、
ゴルフ三昧のリゾートライフがたっぷりとお楽しみいただけます。

ニセコビレッジスキーリゾート GW 特別営業期間.
2013 年 4 月 27 日(土)～5 月 6日(日)

ゴールデンウイークは手ぶらでスキー！

ニセコビレッジリフト券 ファイナルシーズン料金でお得な春スキー！
シーズンファイナルの春スキーは、何も持たずに手ぶらでニセコビレッジスキーリゾートへお出か
けください！リフト券にスキー・スノーボードセット、そしてウエアに小物のレンタルまで特別料
金でご利用いただけます。
●ニセコビレッジ 5 時間券：おとな 2,000円、シニア・中学生 1,800円、小学生 1,500円
●ニセコビレッジ 8 時間券：おとな 2,400円、シニア・中学生 2,200円、小学生 2,000円
●レンタル特別料金：通常 10,500円⇒特別割引 2,500 円
※レンタル内容：スキーまたはスノーボード・ブーツ・ウエア・各種小物
※リフト券ご購入時は、上記の料金にリフト券キーカード保証金 1000円が別途必要です。
※保証金は、リフト券自動返却にて返金されます。
.
GW はジップラインツアーを特別営業！

「ピュア」 ジップラインツアー(ガイド付・予約制
ジップラインツアー ガイド付・予約制)
ガイド付・予約制
森の中をワイヤーを伝って滑り降りるエキサイティングなアクティビティ「ジップラインツアー」。
楽しいガイド付きで約 2時間の滑空ツアーが体験できます。GW 期間中同時に運行している観光ゴ
ンドラの割引特典も見逃せません。
●期間：4月 27 日～5月 6 日
●時間：9:00AM～3:00PM
●料金：大人（高校生以上）3,000円
子供（中学生以下）2,500 円
●特典：GW 観光ゴンドラが割引料金でご利用いただけます。
※[ご予約制] ご利用前日 17:00までにご予約ください。
ただし予約状況により当日受け付けが可能となる場合も
ございます。
※ご利用は身長 120cm 以上、体重 25kg～120kgの方が対象です。

標高千メートルから見渡す羊蹄山の大パノラマ！

GW 観光ゴンドラの運行
ニセコゴンドで片道９分、ニセコビレッジスキーリゾート標高千 m から見渡す羊蹄山の眺望と麓の
大パノラマは絶景！GW 期間に同時営業している「ピュア」アクテイビテイ「ジップラインツア
ー」の割引特典も見逃せません。
●期間：4月 27 日～5月 6 日まで
●時間：8:30AM～4:30PM
●料金：大人（中学生以上）1,000円
子供（小学生以下）500円 ／ 未就学児：無料
●特典：ジップラインツアーが割引料金でご利用いただけます。
※ただし天候状況により運行中止となる場合がございます。

ニセコビレッジ・ゴルフ営業期間
■ニセコビレッジゴルフコース（NVGC）
営業期間：2013 年 4 月 27 日（土）予定～10 月 27 日（日）
■ニセコゴルフコース（NGC）
営業期間：2013 年 4 月 20 日（土）～10 月 20 日（日）
※10 月 21 日～11 月 10 日は完全セルフで延長営業いたします。

ニセコビレッジゴルフ営業中！おすすめの
ニセコビレッジゴルフ営業中！おすすめのゴルフ宿泊プラン
営業中！おすすめのゴルフ宿泊プランでリゾートゴルフ
ゴルフ宿泊プランでリゾートゴルフ
ヒルトンニセコビレッジに泊まってお得にリゾートゴルフ！
室数限定・
名様・
朝食付+ゴルフ
プレー￥8,500～
室数限定
・平日 1 名様
・1 泊朝食付
ゴルフ 1 プレー￥
～
ゴルフに宿泊、そしてお食事に温泉。ニセコビレッジゴルフコースに隣接するヒルトンニセコビレッジならで
はのお得なプランです。ゴルフ三昧のリゾートライフをたっぷりとお楽しみください。
■ゴルフ 宿泊プラン「
宿泊プラン「ニセコビレッジゴルフパラダイス」
ゴルフパラダイス」 １泊朝食付＋ゴルフ１プレー
●NVGC： ニセコビレッジゴルフコース（ホテル隣接） 期間：2013年 4 月 27日～10 月 27日

●NGC: ニセコゴルフコース（ホテルから車で約２０分） 期間：2013年 4 月 20日～11月 10日
ランク

期間

プレー日

4/20 6/14

（

プレー）

オプション（追加ラウンド）

NVGC

NGC

NVGC

NGC

平日

¥8,800

¥8,500

¥4,500

¥3,500

土休日

¥10,500

¥10,000

¥6,500

¥4,000

平日

¥9,800

¥9,300

¥5,500

¥4,000

土休日

¥12,300

¥12,000

¥7,500

¥5,500

8/1 9/1

平日

¥13,000

¥12,000

¥6,000

¥4,500

※8/12 16 は除く（E ランク）

土休日

¥15,500

¥14,500

¥8,000

¥6,000

D

5/3 5/6

全日

¥12,100

¥11,800

¥7,500

¥5,500

E

8/12 16

全日

¥18,500

¥17,000

¥7,000

¥5,500

全日

¥18,500

¥17,000

¥8,000

¥6,000

A

10/15 11/10
※5/3 6 は除く（D ランク）
6/15 7/31

B

9/2 10/11
※3 連休は除く（F ランク）

C

F

7/13 15 ・ 9/14 16
9/21 23 ・10/12 14

上記プランは室数限定料金となります。限定数を超えた場合、料金が変動(ランクアップ)いたしますので
ご利用の際、予約係にご確認ください。
※ご宿泊はヒルトンニセコビレッジ、１室 2 名様でご利用の場合の朝食バイキング付 1 名様の料金です。
１室３名様利用の場合、1名様¥1,000引きとなります。
※D、E、F ランクの適用日に１組２名様でプレーの場合、１名様につき¥1,050 のアップ料金となります。
※オプション料金は、１泊２プレーの場合、お得にセットできる追加ゴルフプレー料金です。
※各プランの料金には、諸税・サービス料が含まれております。入湯税(¥150）別途
※夕食付プランは、上記料金に¥3,000 の加算でセットできます。

※夕食は、レストラン「シサム」または「メルト」のセットディナーとなります。 メニュー内容は季節
により変更する場合がございます。
■基本情報参照サイト：
http://www.niseko-village.com/ja/golf/index.html
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