
 

 

PRESS   RELEASE   2013.6.5 

 

ニセコビレッジニセコビレッジニセコビレッジニセコビレッジ2013201320132013夏期ゴルフ場およびアクテイビティ営業概要夏期ゴルフ場およびアクテイビティ営業概要夏期ゴルフ場およびアクテイビティ営業概要夏期ゴルフ場およびアクテイビティ営業概要        

～～～～    ゴルフ場および「ピュア」アクティビティリニューアルゴルフ場および「ピュア」アクティビティリニューアルゴルフ場および「ピュア」アクティビティリニューアルゴルフ場および「ピュア」アクティビティリニューアル、イベント開催、イベント開催、イベント開催、イベント開催についてについてについてについて    ～～～～ 

 

初夏の風がそよぎ山々の緑も深まるニセコ界隈。ニセコビレッジリゾートでは、ゴルフ場はじめアウトド

アアクティビティの最盛期を迎えようとしています。爽やかなニセコ風景の中でリゾートゴルフをニセコ

ビレッジで思う存分楽しみませんか。さらに、今シーズンのニセコビレッジ「ピュア」のアクティビティ

は、ツリートレッキングやジップラインコースのリニューアルに 新しいプログラムとなる宝探しアトラ

クションが加わり、楽しさがさらにスケールアップ いたします。 

宿泊はプレミアムマウンテンリゾート、ヒルトンニセコビレッジで。ゴルフや様々なアウトドアスポーツ

を堪能できる緑豊かなディスティネーションとして、今シーズンも国内外から注目されています。レスト

ランや温泉、スパなどスタイリッシュなホテル空間の中で、ワールドワイドクラスのサービスをたっぷり

とご堪能ください。 

 

 



 

 

【【【【１１１１】ニセコビレッジゴルフコースゴルフ宿泊プラン】ニセコビレッジゴルフコースゴルフ宿泊プラン】ニセコビレッジゴルフコースゴルフ宿泊プラン】ニセコビレッジゴルフコースゴルフ宿泊プラン 

①①①① 営業期間営業期間営業期間営業期間    

ニセコビレッジゴルフコース（NVGC）営業期間：～10月27日（日） 

ニセコゴルフコース（NGC）      営業期間：～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。 

②②②② 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！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！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！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！                                                                        

室数限定室数限定室数限定室数限定・・・・平日平日平日平日1名様名様名様名様・・・・1泊泊泊泊朝食付朝食付朝食付朝食付+ゴルフゴルフゴルフゴルフ1プレー￥プレー￥プレー￥プレー￥8,500～～～～ 

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。    

    

■■■■ゴルフゴルフゴルフゴルフ    宿泊プラン宿泊プラン宿泊プラン宿泊プラン「「「「ニセコビレッジニセコビレッジニセコビレッジニセコビレッジゴルフパラダイスゴルフパラダイス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１泊朝食付＋ゴルフ１プレー１泊朝食付＋ゴルフ１プレー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 
（ プレー） オプション（追加ラウンド） 

NVGC NGC NVGC NGC 

A 
6/14まで 

10/15 11/10 

平日 ¥8,800 ¥8,500 ¥4,500 ¥3,500 

土休日 ¥10,500 ¥10,000 ¥6,500 ¥4,000 

B 

6/15 7/31 

9/2 10/11 

※3連休は除く（Fランク） 

平日 ¥9,800 ¥9,300 ¥5,500 ¥4,000 

土休日 ¥12,300 ¥12,000 ¥7,500 ¥5,500 

C 
8/1 9/1 

※8/12 16は除く（Eランク） 

平日 ¥13,000 ¥12,000 ¥6,000 ¥4,500 

土休日 ¥15,500 ¥14,500 ¥8,000 ¥6,000 

E 8/12 16 全日 ¥18,500 ¥17,000 ¥7,000 ¥5,500 

F 
7/13 15 ・ 9/14 16 

9/21 23 ・10/12 14 
全日 ¥18,500 ¥17,000 ¥8,000 ¥6,000 



 

 

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。         

※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 

 



 

 

【【【【2】】】】2013年「ピュア」アクティビティの年「ピュア」アクティビティの年「ピュア」アクティビティの年「ピュア」アクティビティのリニューアルリニューアルリニューアルリニューアル 

①①①① 今期のプロモーショントピックス今期のプロモーショントピックス今期のプロモーショントピックス今期のプロモーショントピックス    

今シーズンのニセコビレッジ「ピュア」のアクティビティはツリートレッキングがリニューアル ！さら

にジップラインツアーではコース増設 ！ 新アトラクションの「不思議の森の宝」も加わって、楽しさス

ケールアップ ！                                       

■基本情報参照サイト： http://www.niseko-village.com/ja/summer/index.html 

②②②② 「ピュア」営業期間：「ピュア」営業期間：「ピュア」営業期間：「ピュア」営業期間：    

2013年4月27日（土）～2013年10月14日（月・祝）                                

6月は土休日のみ営業、7月～10月は9:00 ～17:00まで毎日営業 （7/27～8/25は18：00まで営業） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Topics-01：：：：「ピュア」グラウンドエリア「ピュア」グラウンドエリア「ピュア」グラウンドエリア「ピュア」グラウンドエリア 

木々の中を探検するようなツリートレッキング、ジップラインでの空

中飛行、その他にも乗馬、マウンテンバイクや乗用カートでの自然散

策などなど思う存分夏のアクティビティーを体験してください。

News：：：：この夏「ピュア」のツリートレッキングに上下2階層のゾーン

が登場してリニューアル！ボリュームアップした森のアドベンチャー

でワイルドにチャレンジしよう！ 

 

Topics-02：：：：「ピュア」スカイエリア「ピュア」スカイエリア「ピュア」スカイエリア「ピュア」スカイエリア 

今シーズンはジップラインツアーのコースを増設してリニューアル! 全

7ステージ、総延長1.4km、国内No.1のロングスケール。スカイエリア

に張りめぐらされた7コースのラインを使って、ピュア上空を縦横無

尽に飛び回ろう！ 

 

Topics-03：：：：謎解き宝探しアトラクション謎解き宝探しアトラクション謎解き宝探しアトラクション謎解き宝探しアトラクション「不思議の森の宝」「不思議の森の宝」「不思議の森の宝」「不思議の森の宝」新登場！新登場！新登場！新登場！ 

ピュアのエリア内に隠された宝物を、様々なミッションをクリアしな

がら探し出す、体験型ロールプレイングアトラクション！マップと捜

索ルールを駆使しながら、自らの知恵と足でチャレンジする感動の宝

探しに挑戦しよう ！ 

 



 

 

    

■■■■6666 月月月月 29292929 日（土）「第日（土）「第日（土）「第日（土）「第 2222 回回回回    森のカフェフェス森のカフェフェス森のカフェフェス森のカフェフェス    in in in in ニセコニセコニセコニセコ    」」」」開催開催開催開催    !!!!        

音楽とカフェ、ものづくりの祭典が再びニセコにやって来ます。 

昨 2012年6月に開催された「森のカフェフェス in ニセコ」は、“カフェ”のような幸福感を漂わせたイベントとして、

大きな反響を呼びました。森の中に美しい音楽が流れ、いれたてのコーヒーの香りが漂うカフェをキーワードに

したミュージックフェスティバルが、再び北海道にやって来ます！  

日程：2013年6月29日（土） 

時間：昼の部 10時半〜17時（屋外） ライブ、カフェやマルシェの出店 

夜の部 ※夜の部は、ヒルトンニセコビレッジ宿泊者のみ対象のプログラムです。 

★ 最新の情報、詳細は『森のカフェフェス』公式サイトにてご確認ください。 

http://cafeandmusic.com/ 

料金 ：前売り 大人 4,800円 小学生 3,000円 （全席自由） 

当日  大人 5,800円 小学生 3,500円 （全席自由・未就学児無料） 

 



 

    【前売券取扱いプレイガイド】【前売券取扱いプレイガイド】【前売券取扱いプレイガイド】【前売券取扱いプレイガイド】    

ローソンチケット 0570-084-001   L-code 14446 

チケットぴあ 0570-02-9999   P-code 194-951 

イープラス http://eplus.jp 

主催：企画・制作：    333DISCS｜手紙社  

出演アーティスト：出演アーティスト：出演アーティスト：出演アーティスト：    

アン・サリー | 曽我部恵一 | おお雨（おおはた雄一＋坂本美雨）|  コトリンゴ | 成山内(from sleepy.ab) 

 伊藤ゴロー | tico moon |  John John Festival | 塚本浩哉|  DEPAPEPE ほか。 

【当日お車でご来場の方へ】【当日お車でご来場の方へ】【当日お車でご来場の方へ】【当日お車でご来場の方へ】    

当日お車でお越しの場合、駐車場のご利用が有料となります。駐車券は前売りとなります。ご利用の場合は下

記事務局あてお問い合わせください。 

「森のカフェフェス「森のカフェフェス「森のカフェフェス「森のカフェフェス    in in in in ニセコニセコニセコニセコ    」」」」お問い合わせ・連絡先お問い合わせ・連絡先お問い合わせ・連絡先お問い合わせ・連絡先：：：：        

手紙社 東京都調布市菊野台1-17-5 2階   TEL: 042-426-4383  mail : info@cafeandmusic.com 

    

■■■■ヒルトンニセコビレッジ「森のカフェフェスヒルトンニセコビレッジ「森のカフェフェスヒルトンニセコビレッジ「森のカフェフェスヒルトンニセコビレッジ「森のカフェフェス    in in in in ニセコ」特別宿泊プランニセコ」特別宿泊プランニセコ」特別宿泊プランニセコ」特別宿泊プラン    

ヒルトンニセコビレッジでは、「森のカフェフェス in ニセコ」の入場チケットと、朝食、夕食がついた 1日限定の特

別宿泊プランをご用意いたしました。羊蹄山を望むにセコの大自然をのんびりとご満喫ください。 

ご宿泊：ヒルトンニセコビレッジ 

宿泊日：2013年6月29日（土）限定 

料金（お一人様）： シングル24,500円 / ツイン 19,500円 / トリプル 19,000 円  

【プランに含まれるもの】 

・朝食ブッフェ  ・  夕食ブッフェ ・  カフェフェスチケット 

【プランの基本情報】. 

・チェックイン:15:00～24:00 チェックアウト:11:00  

・利用人数 : 1 室あたり 1名から 3名まで  

・予約可能日 : ～2013年6月28日(金)  



 

        

ご宿泊ご宿泊ご宿泊ご宿泊に関するに関するに関するに関するお問合せ・ご予約：お問合せ・ご予約：お問合せ・ご予約：お問合せ・ご予約：    ヒルトンニセコビレッジヒルトンニセコビレッジヒルトンニセコビレッジヒルトンニセコビレッジ    

〒048-1592 北海道虻田郡ニセコ町東山温泉 

TEL:0136-44-1111 

Web からのご予約： www.hiltonnisekovillage.jp    

    

 

 

【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】【本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先】 

ニセコビレッジ株式会社 

〒048-1592 北海道虻田郡ニセコ町東山温泉 

マーケティング 担当：伊藤 

E-mail: k-ito@niseko-village.com 

TEL: 0136-44-2211  FAX: 0136-44-3990 


