NISEKO エリアイベント詳細〜 2018 年 12 月〜
12/1

HANAZONO・ビレッジ OPEN
12/11
ナイタースキー OPEN
12 月 1 日～
ニセコ HANAZONO スキー場とニセコビレッジスキー場が
OPEN（予定）し、 ニセコ全山の 4 つのスキー場がすべて今
季営業を開始します。
12 月 11 日～
ニセコ全山でのナイタースキーが OPEN します。
※HANAZONO スキー場ではナイター営業はありません。
◇営業時間
8︓30 ～ 16︓30 HANAZONO
8︓30 ～ 20︓00 ニセコビレッジ
8︓30 ～ 20︓30 グランヒラフ ・ アンヌプリ

4( 火 )

倶知安

もんたよしのり
2018 年忘れディナーショー

会場︓ホテル第一会館
（南 3 条西 2 丁目）
1 階プラザホール
時間︓ディナー
18:30~19:30
ショータイム
19:30~20:30
料金︓15,000 円／人

■ホテル第一会館
0136-22-1158
17( 月 ) 〜
倶知安

ニセコプレミア上映会
A Land Shaped By Women

会場︓ゲンテンカフェ
（樺山 63-25）
日付︓17 日 ・ 18 日
時間︓18:00~,19:00~
(1 日 2 回上映 )
料金︓無料
●サンクト ・ アントン映画祭
2018 で最優秀映画賞受賞
●第 10 回女性映画監督祭
（ハリウッド）選出作品

■Gentemstick cafe
0136-22-5581

1( 土 )

倶知安

シャンパンビルカール・サルモン

ジャパン・ファイナルパーティー

会場︓シャレーアイビー
（山田 188-19）
レストラン スノーキャッスル
時間︓18︓00 ～
料金︓20,000 円／人
定員︓34 名様
シャンパーニュのメゾン 「ビルカール ・
サルモン」 創立 200 周年記念パー
ティー。 パーティー参加の方に特別
な宿泊プランもあります。

■シャレーアイビー
0136-22-1123

reservations@chaletivy.com

7( 金 ) 〜 10（月）

ニセコ

国際雪・雪崩シンポジウム
in ニセコ

会場︓ニセコ町民センター（富士見 95） 料金︓無料
時間︓7 日 ミーティング 18︓30 ～ 20︓30（通訳あり）
８ ・ ９日 ワークショップ （英語のみ）
10 日 意見交換 9:00~12:00（日本語のみ）

■主催

ニセコアンヌプリ地区なだれ事故防止対策協議会
問い合わせ yamasan@bosai.go.jp

８( 土 )
後志

後志自動車道
「小樽‐余市」
開通！！
15:00 に開通します。

11/17 〜 高橋弘子作品展
倶知安 「us- あなたたちとわたしたち -」

1( 土 )

倶知安

オープニングセール

会場︓Rhythm Niseko
( 山田 190-1)
時間︓8︓00 ～ 22︓00
ひらふ十字街にある Rhythm
Niseko が冬期シーズンオープ
ンセールを開催。 20％ OFF
の大特価です。

■Rhythm Niseko
0136-23-0164
15( 土 )
倶知安

上映会
The Dawn Wall

２( 日 )

倶知安

倶知安観光協会

トークイベント
「ニセコで滑る、海外で滑る」

海外のスキー場を７０箇所以上訪れたことがある Mitsu さん
をゲストに、 ニセコと海外のスキー場の違いやオススメのスキー
場、 そしてニセコユナイテッドがメンバーに入っている Mountain
Collective や IKON pass についてお話しいただきます。
会場︓ニセコカシノヤ
（樺山 58-32）
カシノヤダイニング
時間︓18︓00 ～ 21︓00
参加料︓無料
※お酒、 ドリンク、 軽食
注文いただけます。

■ニセコカシノヤ
0136-22-0315

stay@niseko-kashinoya.jp

15( 土 )
ニセコ

JR ニセコ駅イルミネーション
点灯式

会場︓The Orchards Niseko

賞品が当たる抽選会や豚汁などのふるまいも実施予定です︕

時間︓18:30~22:00
料金︓1500 円
（ワンドリンク付き）
※チケットは、
11/23 より販売中。
SPROUT（ニセコ倶知安）、
WipperSnapperGym( 札
幌 )、 Homie（函館）、Ｗ
ｅｂなど

会場︓JR ニセコ駅前（中央通 142）
時間︓17︓00 ～ 18︓00

（字樺山 48-52）

■Sprout Outdoor
Expresso
0136-55-5161

ニセコ観光圏 元気です ! NISEKO
キャンペーン中！

当協会とニセコ観光圏では、 北海道胆振東部地震後幸いに
も地震の影響が少なかったニセコエリアが通常通り元気に楽し
めることをみなさんにお伝えするべく 「元気です !NISEKO」 キャ
ンペーンを実施中です。
高橋弘子︓1977 年秋田県生まれ札幌育ち。 2013 年より みなさんがニセコエリアで
アクリル画 ・ ペン画の作品を発表している。 札幌を拠点に活 撮った素敵な写真を UP
する際にハッシュタグを
動している。
（# 元気です NISEKO）
一緒につけて投稿して
くださいね︕
また被災地への募金
も受け付けています。
募金箱を見かけたら、
ご協力お願いします。
会場︓木ニセコ ギャラリー（山田 183-43）
期間︓11 月 17 日～ 1 月 29 日
入場︓無料

一般社団法人

■問い合わせ
ニセコリゾート
観光協会
0136-43-2051

ニセコ

ニセコ湯めぐり名人

（ニセコ温泉部）

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

蘭越

らんこし湯めぐり
スタンプラリー

蘭越町内の温泉施設や飲食店を回り、 5 施設分のスタンプ
を集めると、 抽選で 10 名様に特産品が当たります。
期間︓10 月 6 日～ 12 月 31 日
問い合わせ︓蘭越町観光協会 0136-57-5111

