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ヒルトンニセコビレッジ 
教育旅行のご案内

ヒルトンニセコビレッジで大自然の感動を
国内を代表するリゾート、ヒルトンニセコビレッジは体験教育に最適です。羊蹄山を望む雄大な自然のなかでのアウトドアアクティビティは、普段の学校 
生活では味わえない生きた感動を与えてくれます。

冬はホテルからそのままゴンドラに乗ってパウダースノーの舞うゲレンデへ。夏は農業体験や清流日本一にも選ばれた尻別川でのラフティング、隣接する自然体験 
 

トンならではのきめ細かなホスピタリティが自慢です。

ヒルトンニセコビレッジでどうぞ本物の感動体験を。

ロケーション
札幌からわずか2時間、日本でも有数のアウトドアリゾート「ニセコ」。 
雄大な羊蹄山を望むニセコビレッジリゾートの中心に位置するヒルト
ンニセコビレッジでは、一年を通じて多彩なアウトドアアクティビテ

 
体験、仁木町での果物狩りもドライブ圏内にあり、運河沿いの古い 

 
2月にさっぽろ雪まつりが開催される札幌も近郊の観光スポットとして
人気です。

ニセコから主要観光エリアまでの距離と時間(自動車)。

• 札幌 97km  1時間50分
• 旭川 249km 3時間30分
• 78km 1時間50分
• 新千歳 110km 2時間
• 函館 179km 2時間50分
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夏のアクティビティ
尻別川ラフティング
ホテルから車で約15分、全国清流ランキング1 
位にも選ばれた尻別川では、約12kmのホワイト
ウォーターラフティングが人気です。雪解けで水
かさが増す春には、ドライスーツを着用し、スリ
ル満点のウォーターアドベンチャーを。夏は一面
の緑を楽しみながらのんびりと清流川下りを満
喫できます。

農業、漁業、牧場を体験！
大自然に触れ地元の人たちと交わる
ニセコ近郊エリアでは、日ごろ何気なく口にして
いる野菜や魚、牛乳などがどのように生産され
ているかを体験する野外活動が可能です。産業
の営みを実感できる体験学習を通して、子供た
ちのエコや食の安全安心への興味を喚起する自
然豊かなニセコならではのアクティビティです。

自然体験ゾーン「ピュア」
風や木々のささやきと人々の笑い声。自然が子ど
もたちの五感を研ぎ澄ますアクティビティグラウ
ンド「ピュア」。ヒルトンニセコビレッジに隣接し
たこの自然体験ゾーンでは、ツリートレッキング
など多数のアトラクションが楽しめます。

＜アトラクション例＞
ピュアアクション、ツリートレッキング、ゴルフカ
ート散策、パークゴルフ、カイトレンタル、スナッ
グゴルフ、ディスクゴルフ、ビーチバレーなど。

その他のアクティビティ
ヒルトンニセコビレッジ周辺にはこの他にもたく
さんのアクティビティがあります。詳細について
はお気軽にお問い合わせください。

• アウトドアメニュー
 早朝熱気球体験、ラフティング、フライフィッシ 
 ング、乗馬体験、マウンテンバイク、カヌー体験 
 など。

• インドアメニュー
 そば打ち体験、アイスクリーム作り、手作りジ 
 ャム、サンドブラスト、シルバーアクセサリー、 
 陶芸体験など。

冬のアクティビティ
ニセコビレッジスキー場
札幌から南へ100km

公園に聳える標高 1,308mのニセコアンヌプリや
蝦夷富士とも呼ばれる秀峰、羊蹄山を望む自然
豊かなこのニセコエリアは、世界有数のパウダー
スノーに恵まれたスキーヤーたちのメッカです。
ニセコビレッジスキー場はニセコアンヌプリの4

つのスキー場のうちのひとつ。ビギナーから上級
者まで楽しめるゲレンデには、ホテルからそのま
まゴンドラに乗って出ることができます。

2014年12月にオープンの「ダイニング＆ショッ
プエリア」、中でも大正硝子館では、硝子作家8
工房の作品を展示販売しています。

ヒルトンルーム２８㎡ ヒルトンルーム２６㎡

食事会場

• ニセコビレッジ スノースクール
 スキーやスノーボードのレッスンをレベル別に 
 グループで楽しみながら受けられます。熟練の 
 インストラクターが安全を心がけた指導を行い 
 ます。

• 冬のアクティビティ
 スキーが苦手な方にも、スノーラフティング、 
 乗馬、スノーシューツアーやスノーモビルなど 
 をご用意。リゾート内でウィンターアクティビテ 
 ィをお楽しみください。

• 冬季限定「English Fun Night!」 
 国際色豊かなヒルトンニセコビレッジ独自の 
 プログラム。ホテルおよびスキースクールに 
 所属している海外スタッフと英語を使った交流会 
 を行います。詳細についてはお気軽にお問い合わ 
 せください。
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食事会場

保健所
倶知安保健所／倶知安町北 1条東 2丁目 
TEL: 0136-23-1914車で20分

警察署
倶知安警察署／倶知安町南 1条東 2丁目 
TEL: 0136-22-01 10車で20分

ニセコ駐在所／ニセコ町本通 105 -1 
TEL: 0136-44-2251車で 10分

消防署
ニセコ消防署／ニセコ町字富士見 74 
TEL: 0136-44-2354車で 10分

倶知安消防署／倶知安町北 3条東4丁目1 
TEL: 0136-22-1089車で20分

病院
倶知安厚生病院／倶知安町北4条東 1丁目 
TEL: 0136-22-1141車で20分

くとさん外科胃腸科／倶知安町南3条西 1丁目17 
TEL: 0136-21-6410車で20分

佐藤内科／倶知安町北 2条 2丁目18 
TEL: 0136-22-6122車で20分

中川内科クリニック／倶知安町北2条西3丁目2 
TEL: 0136-22-1707車で20分

ニセコ医院／ニセコ町字富士見2 
TEL: 0136-44-2201車で 10分

昆布温泉内科外科病院／磯谷郡蘭越町黄金 1 18 
TEL: 0136-58-2231車で20分

ヒルトンニセコビレッジ館内のご案内

• 客室数 499室

• 客室仕様 洋室ツインまたはエキストラベッド利用でトリプル（ルームサイズ26～28m2 ）

• 食事 3  階宴会場／朝・夕はバイキング、昼食はセットまたはバイキング。 
  ご人数に合わせ、大小さまざまの宴会場をご用意いたします。 
  (最大420席まで。マイク設置可能)

• 打ち合わせ場所 3階宴会場／先生方の打ち合わせや小会議などにご利用いただけます

• 入浴　 お部屋のバスルームをご利用ください

• エレベーター　 5基（1基 20人乗り）

• 非常口　 1階～18階まで各階とも3か所

• 避難場所　 駐車場（徒歩 1分）

• 防災設備　 消火設備／消火栓・消火器スプリンクラー、警報設備／サイレン・非常放送

• 電話　 全室使用可能（内・外線とも停止も可能）

• 娯楽設備　 2階パブエゾ内カラオケBOX

• 自動販売機　 ソフトドリンク有り

• 売店　 1階（営業時間／8:00am～10:00pm）

• 貴重品　 各部屋備え付けの金庫をご利用ください（無料）

• テレビ　 全室完備（有料放送カット可能）

• 冷蔵庫　 お飲み物は入っておりません

• ドライヤー 各部屋にあり

• ルームキー　 1室 1枚（オートロック）

• バス駐車場　 30台まで

• 班長会議　 食事会場をご利用ください
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インターネット、ATM

　化粧室　

自動販売機

中宴会場「アンヌプリ」、「東山」
生徒の方々のランチやディナー会場としてご利
用いただける2種類の中宴会場をご用意しており
ます。冬にはゲレンデの白銀の世界が、夏には一

会場「アンヌプリ」。「東山」は用途に合わせて3
分割することも可能です。

宴会＆会議室 : 5

• 会場面積 (m2/ft2): 18～820m2

• 最大収容人数：800名

宴会場
様々なサイズや用途にあわせて大中あわせて合
計5つの宴会場をご用意しております。各学校の
ニーズに柔軟にお応えいたします。

大宴会場「北海道」
宴会スタイルで最大420名まで一括収容可能な
メインバンケットホール。13フロア吹き抜けの大
空間に最新の音響・照明・映像機器と高速イン
ターネット環境を完備、大スクリーンや常設ステ
ージを使用したレクリエーション、セミナーなど
に最適です。
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