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h a n a z o n o

ニセコアンヌプリ山の北東に位置し、良好な雪質を長時間楽しめ
る HANAZONO。

昨 冬、待望の 10 人 乗りゴンドラの新 設により新たなコース
が 誕 生、HANAZONO 初 のナイター営 業も始まりました。
HANAZONO 第 1リフトは日本初のフランス POMA 社のフード
付 6 人乗りリフトに。シートヒーター内蔵の最新型本革シートは
真冬の朝一番の乗車も快適そのもの。

充実した各種オフピステアクティビティに最高峰のラグジュアリー
ホテル、パークハイアットニセコ HANAZONO での滞在、ファイ
ンダイニングやショッピング... と、まさにワールドクラスのホリデイ
エクスペリエンスをお楽しみください。

2022 - 23 スノーシーズン営業期間 :
2022 年 12 月 3 日 - 2023 年 4 月 9 日

2022 - 23 Winter Operation:
December 3, 2022 - April 9, 2023

ナイター営業期間    2022 年 12 月 17 日 - 2023 年 3 月 19 日 *

Night Skiing   December 17, 2022 - March 19, 2023

営業時間
8:30AM - 4:30PM

Lift hours
8:30am - 4:30pm

ナイター営業期間
8:20AM - 7:30PM

Night skiing periods
8:20am - 7:30pm

ナイター営業期間外
8:20AM - 5:00PM

Outside of night skiing periods
8:20am - 5:00pm

ナイター営業
4:30PM - 7:00PM *ゴンドラのみ運行

Night skiing hours
4:30pm - 7:00pm*Gondola Only

リフトチケット発券 ～ 7:00PM リフトチケット発券 ～ 4:00PM

Lift Ticket Counter ~7:00pm Lift Ticket Counter ~4:00pm

諸事情により営業内容に変更が生じる場合がございます。
ご来場前にウェブサイトにて最新の情報をご確認ください。

Resort operation may change, please visit our website for the latest updates. 
Thank you for your understanding.

HANAZONO 308 リゾートセンター

Hanazono 308 Resort Center

A new chapter in the Hanazono story has begun. Hanazono 
offers some of the best powder skiing terrains in Niseko and it 
has just become even better.

Last winter, Hanazono opened a new course with the long-
awaited new 10-person gondola, opening up new beginner runs 
as well as night skiing terrain. Meanwhile, the resort's main 
chairlift Hanazono #1 becomes luxurious leathered and heated 
6-seater chairs which comforts you even on the first ride in the 
midwinter morning.

Enjoy a world-class resort experience with an extensive variety 
of off-piste activities, a stay at Park Hyatt Niseko Hanazono, and 
a wide chice of ski-in/ski-out fine dining and shopping.

The Mountain

HANAZONO で購入できるリフト券は 2 種類。 「ニセコ全
山共通リフト券」 はニセコユナイテッドの 4つのスキー場すべ
てのリフトに乗車可能。もうひとつの「HANAZONO・グラ
ンヒラフ共通リフト券」は HANAZONO 及び隣接するグラ
ンヒラフ、2 つのスキー場のリフトのみ乗車可能で、料金が
お得。 お客様のニーズに合わせてお求めいただけます。

オンラインリフト券
券売に並ばず、しかもお得 - オンラインリフト券はチケット
窓口に並ぶ時間がゼロに、さらに料金がお得、最大定価の
約７% 割引でお求めいただけます。

The All Mountain Lift Ticket grants access to the four 
Niseko United resorts. The Hanazono + Grand Hirafu Lift 
Ticket (covering Hanazono and neighbouring Hirafu Resort 
Areas) allows access to 60% of the terrain of Mt. Niseko-
Annupuri at a beneficial price. Choose how much terrain 
you want to cover and what suits your needs best.  

Online Lift Ticket
Beat the queues - buy online and save! The new online lift 
tickets is offered on both All Mountain and Hanazono-
Hirafu lift tickets. By pre-booking your lift tickets online, 
you can save maximum around 7% on your purchase. It's 
fast, convenient and cheaper to book online.

Lif t  T ickets
リフト券

Niseko United
All Mountain
Lift Pass
Regular Season
2022.12.17 - 2023.3.19

HANAZONO/
Grand Hirafu
Lift Ticket
Regular Season
2022.12.17 - 2023.3.19

Adult
大人

Youth/Senior
中学生 / シニア

 Child
小学生

5 HOUR
(Online)

¥5,500
(¥5,100)

¥4,300
(¥3,900)

¥3,300
(¥3,000)

1 DAY
(Online)

¥6,600
(¥6,100)

¥5,400
(¥5,000)

¥4,000
(¥3,700)

2 DAYS
(Online)

¥12,300
(¥11,400)

¥9,900
(¥9,200)

¥7,400
(¥6,800)

Adult
大人

Youth/Senior
中学生 / シニア

 Child
小学生

1 DAY
(Online)

¥8,500
(¥7,900)

¥6,800
(¥6,300)

¥5,100
(¥4,700)

2 DAYS
(Online)

¥15,600
(¥14,500)

¥12,500
(¥11,600)

¥9,400
(¥8,700)

3 DAYS
(Online)

¥22,700
(¥21,100)

¥18,200
(¥16,900)

¥13,600
(¥12,600)

花火
今年のHANAZONOはシーズン中に計12回の花火の打ち上げを予定
しています。近未来的な輝きを放つHANAZONOシンフォニーゴンド
ラのイルミネーションと共に幻想的なひと時をお楽しみください。

特別なホワイトクリスマスを HANAZONO から
山麓に約10mの大きなクリスマスツリーが登場。クリスマスイブには
各種イベントも。ニセコで最も特別なクリスマスをHANAZONOか
らお届けします。

Fireworks
This year, Hanazono plans to launch fireworks a total of 12 times 
during the season. Please enjoy a fantastic time with the futuristic 
glow of the illuminated Hanazono Symphony Gondola.

Most memorable white christmas in Niseko
A large live Christmas tree of about 10 meters hight appears at the 
bottom of the mountain. Various events are planned on Christmas 
Eve. Hanazono brings you the most special Christmas in Niseko.

Illuminate the Night
- Fireworks & Events
イルミネーションと花火に彩られた特別な夜を

イベントのスケジュールは QR コードからイ
ベントページでチェック！

Check out the event schedule on the 
event page via the QR code!

オンラインリフト券の購入や
より詳しい情報はウェブサイトへ

Please check website for online lift pass
and more information

Cover: Skier - Yoichi Watanabe, Photo - Joe Kobashi
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Park Hyat t
Niseko Hanazono

parkhyattniseko.jp

Tel: +81(0)136-27-1234
parkhyatt.niseko@hyatt.com

全客室に広 と々したリビングとダイニングスペースを確保し、窓の
外に広がるニセコの絶景に美しく調和する非日常の滞在空間を
具現化しました。選び抜かれたアート作品、細部に至るまでこだ
わり抜いた調度品、心華やぐモダンデザイン……、それらが美し
く融合し、唯一無二のリゾートライフを演出します。
A true year-round mountain resort with spaces and guestrooms 
designed for enriching experiences in an environment of 
carefully curated art, cuisine and contemporary design.
Offering spacious guest rooms and suites featuring refined 
interior design, as well as large living and dining spaces, 
Park Hyatt Niseko Hanazono is designed for the complete 
immersion of sophisticated guests.

NISEKO SPORTS はリゾート直営かつ国内外の一流メーカー正規取扱代理店として、
豊富な品揃えおよび製品やメンテナンスへの正しい知識や技術を持つ、レンタルとギア
の購入が一箇所で完結する安心と信頼のお店です。
All Niseko Sports stores offer the all-in-one convenience of equipment rental and 
snowsports retail under the one roof. Visit one of our stores and head out on the 
slopes in style!

NISEKO BOOT LAB
パークハイアット店にあるショップインショップです。SIDAS フットベッドテク
ノロジーのトレーニングを積んだ専任スタッフが、完璧にフィットするカスタム
インソール作りをお手伝いします。
A shop-in-shop at Park Hyatt store. The professional team along with Sidas 
footbed technology can create the ultimate custom insole to get you back on 
your feet.

YAMA PLUS
ニセコを愛するローカル達に人気のオリジナルアパレルやグッズ。
A shop original apparels and accessories loved by Niseko locals.

ARC'TERYX POP UP SHOP at Park Hyatt Store
この冬、アークテリクスのスペシャルな POP-UP がパークハイアット店に登場。
Don't miss out Arc'teryx special Pop Up Shop at Park Hyatt store this winter!

GENTEMSTICK
HANAZONO308 店・パークハイアット店限定でプレミアムレンジにラインナッ
プ。( 事前予約不可・店頭でのみ受付です )
Gentemstick rentals are now exclusively available at Hanazono 308 store and 
Park Hyatt store. (Only in-store rentals are available. Advance booking is N/A )

Niseko Spor ts
ニセコスポーツ レンタル & リテイル

Rentals
レンタル

Retail Store
リテイル

プレミアムレンジ
スキー / スノーボード & ブーツ
Premium Range Ski/Snowboard & Boots

1 日
1 day ¥6,000 2 日

2 days ¥11,500

ミッドレンジ
スキー / スノーボード & ブーツ
Mid Range Ski/Snowboard & Boots

1 日
1 day ¥4,700 2 日

2 days ¥9,000
チャイルドレンジ
スキー / スノーボード & ブーツ
Child Range Ski/Snowboard & Boots

1 日
1 day ¥3,500 2 日

2 days ¥6,000

プレミアムレンジは期間中に乗り換えをしたり、追加料金なしでスキー・スノー
ボードへの変更が可能です！
Niseko Sports offers an extensive selection of skis, snowboards, and boots 
most suited for the snow and terrain in Niseko.

BOOK ONLINE:
ご予約はウェブから

営業時間  Hours of Operation
Hanazono EDGE; 9:00am - 4:00pm*
* ナイター期間 /Night Skiing Period  - 6:00pm

Café Hanazono 308; 8:30am - 4:00pm
Hana 1 Café; 8:30am - 4:00pm
Ski Valet Café;　10:30am - 6:30pm

より詳しい情報はウェブサイトをチェック！
Find out more on our website!

上質で洗練されたリゾートダイニングとカフェ
山麓リフト乗り場目の前、HANAZONO EDGE では開放的な空間でカジュアルダイニングやカフェドリンク、ビール等を１日を
通してお楽しみいただけます。Café HANAZONO308 by SPROUT や HANA1 Café はいつでも気軽にブレイクに立ち寄れる
カフェスタンドです。
一方、パーク ハイアット ニセコ HANAZONO には館内 10 のレストラン、ラウンジ、バーが。鉄板、炉端、イタリアン、中国料理
など北海道至高のグルメジャーニーを上質な空間演出やホスピタリティと共に提供いたします。レジデンス棟１階のスキーバレー
カフェでは、スキーブーツを履いたままご軽食、スイーツやお飲み物をお求めいただけます。

Dining at Hanazono
At Hanazono EDGE, offering everything from casual dining to a coffee 
bar. Enjoy a world-class resort experience with the highly selected 
menus, architecture and interior design, and scrupulous services.
Park Hyatt Niseko Hanazono offers gourmet delights with the freshest 
ingredients in one of the 10 restaurants, lounges, and bars, including 
robata, teppan, Italian and Chinese cuisines. Snacks, sweets and drinks 
are also available for grab and go at Ski Valet Café at first f loor – 
Residences.

Dining & Café
ダイニング & カフェ

料理の写真はイメージ写真です
Food Images are for illustration purposes

エリア唯一のテレインパーク
ナイターも楽しめる HANAZONO シンフォニーゴンドラ側にパークが誕生！
その他、時期によってリゾート内各所に色んなアイテムが追加されます。
トリックのコツが知りたい時はディガーに気軽に声をかけてね ! 
Only terrain park in Niseko!
Let's try a new terrain park at Hanazono Symphony Gondola courses, which 
can also be enjoyed during night sking! Various park items will be added 
throughout the season in the resort.

Hanazono Park
HANAZONO パーク

最新のパークレイアウト
をウェブでチェック！
Check on website for 
the latest park layout! 
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NISS Snowspor ts School
NISS スノースポーツスクール
リゾート公認スノースポーツスクールとして19 年、国際色豊かで確かな経験と資格を持つインストラクターが、全て
のお客様のニーズにそったサービスを提供します。
As an official Resort Operated snowsports school for 19 years, NISS conducts lessons throughout the 4 Niseko 
United Resorts.

スキーコンシェルジュ ダイヤモンドプロ
レッスンに加え、コンシェルジュとしてグルメや観光のスポットの紹介など、
旅の楽しみ方をサポートするオーダーメイドプログラムです。

Ski Concierge Diamond Pro
Diamond Pro is a personalised on and off snow ski concierge service. A 
dedicated team to provide a truly unique touch during your holiday.

プライベートレッスン
プライベートレッスンは、開始時間、集合場所やロケーションを選べるスペシャルなレッスンです。

Private Lesson
Our skilled instructors and wide range of services allows NISS to accommodate all guests’ needs and aspirations!

グループレッスン
1グループ最大 3 名と徹底した少人数制で、ひとりひとりを確実にケアした
安全かつ楽しいレッスンをご提供します。

Group Lesson
Maximum of 3 guest in each group. Our lessons are desinged to provide a 
safe, structured learning environment that is fun and engaging at all times.

BOOK ONLINE:
ご予約はウェブから

プライベート 1 日 *
Niseko Classic*

6 Hours
ランチ休憩を含む
Lunch break is included within 
the lesson duration

8:30am - 10:00am
選べる開始時間 
Flexible start time

from ¥64,000 グループ /Group
定員 : 1-6 名
リフト乗車ポリシーにより 3-9 歳のお子様のみご参加の場合
は 1 グループの最大人数が 3 名となります。

Pax : 1-6 guest
Due to lift riding policy, the maximum capacity is 3 
guests if the children are aged 9 and under with no adult 
in lesson.

プライベート AM or PM
Private AM 2.5 Hours 10:00am ~ 12:30pm

1:30pm ~ 4:00pm from ¥30,000 グループ /Group

トワイライトレッスン
Hanazono Twilight 2 Hours 4:30pm ~ 6:30pm from ¥25,000 グループ /Group

料金は変動制です。オンライン予約画面でご確認いただけます。 * オプションでキッズランチ ( ¥2,500 /人 )を付けることができます (12/19~)。
Variable rate system. You can see the rates on the online booking screen. *Optional kids lunch(¥2,500/person) is avairable after 19th Dec.

スキーコンシェルジュ 1 日
Ski Concierge full day from ¥90,000 グループ /Group

スキーコンシェルジュ 半日
Ski Concierge half day from ¥50,000 グループ/Group

料金は変動制です。オンライン予約画面でご確認いただけます。 
Variable rate system. You can see the rates on the online 
booking screen.

1 日のプログラムには早朝のリフト一般営業前に乗車できる
ファーストトラックが付帯しています。 
First tracks service is included in all full day Diamond Pro 
Products. Load the lifts before the crowds.

スキーコンシェルジュプログラムの詳細はウェブへ。
Please check our website for full information.

大人 MAX3
Adult MAX3 

15 才 ~
Age 15~

スキー or スノーボード
Ski or Snowboard

10:00am - 3:30pm
5.5 時間 ( ランチ付 )
5.5 hours including lunch

from 
¥25,000

人 /Person

ティクタク MAX3
Tic Tac MAX3

3-6 才
Age 3-6

スキー
Ski

ユキ MAX3
Yuki MAX3

7-14 才
Age 7-14

スキー or スノーボード
Ski or Snowboard

料金は変動制です。オンライン予約画面でご確認いただけます。 英語でのレッスンとなります。
Variable rate system. You can see the rates on the online booking screen.

Hanazono Powder Guides
HANAZONO パウダーガイド

Niseko Weiss Powder CATS
ニセコ ワイスパウダー CAT

リゾート直営ツアーならではの、約束されたファーストトラック。山を知り尽くしたローカルガイドだけができる、
高い安全性と最高のパウダースポットへご案内。
First Tracks Guaranteed with exclusive  early morning lift access.  A resort operated tour provider brings  you 
stringent safety standards and an  intimate familiarity with the resort.  Bring your powder adventure to life.

ニセコのどのスキー場よりも雪が多く、人里離れた広大なワイスホルンを、たった 12 名で終日貸切。
絶景の山麓の隠れ家 Somoza にてパークハイアット特製ランチも楽しめるエクスクルーシブなツアーです。
The remote expanse of Niseko Weisshorn hosts just 12 riders a day. Take our snowcat up and make your way down through 
untracked virgin snow banks, enjoy spectacular views & a specially prepared lunch by Park Hyatt at Somoza.

BOOK ONLINE:
ご予約はウェブから

BOOK ONLINE:
ご予約はウェブから

プライベート 1 日ツアー
Private Full Day Tour 6 Hours ¥90,000 グループ /Group 8:00am~

ファーストトラック付帯
First Track included

定員 : 1-4 名
追加ゲスト料金 ¥10,000 で 1 名まで追加可能
Pax : 1-4 guest
Extra guest fee of ¥10,000 for 1 extra guest

プライベートパウダー 3 デイズ
Private Powder 3 Dayz

3 Days
(6h/day) ¥240,000 グループ /Group

セーフティギアのレンタル、宿泊先送迎を含む
Including safety equipment and transportation

グループツアー
Group Tour

定員 : 7-12 人
Pax : 7-12 guest ¥72,000 人 /per person 所要時間 6 時間

Approx. 6 hours
開始時間 : 8:30am
Starting Time : 8:30amプライベートツアー

Private Tour
定員 : 1-12 人
Pax : 1-12 guest ¥500,000 グループ /Group

セーフティギアのレンタル、宿泊先送迎、休憩時間の軽食、Somoza でのランチを含む
Including safety equipment, transportation, snacks at mountain and lunch at Somoza

* 全てのアクティビティは積雪状況・天候・雪の状況によって中止となることがあります。 *All activities are subject to cancellation depending on weather and snow conditions.
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Snowmobile  Tour
スノーモービルツアー

Snow Rafting Tour
スノーラフティングツアー

Snowshoe Tour
スノーシューツアー

ニセコの大雪原を自由自在に移動！HANAZONO GOLF やスノーモービルでしか行けないその先の世界へ。
Take an adventure through Niseko's renowned powder snow on your very own high-performance snowmobile. 

専用レーンで安心安全。マジックカーペット付で上り坂も簡単に登れます。
Dedicated lanes and courses in a special play area. Use the magic carpet for a 
quick ascent!

Hanazono 308 にある託児施設「ニセコキッズクラブ」では 1 歳から 6 歳
までのお子さまの託児・デイケアを承っています。
Niseko Kids Club is your daycare center by highly trained professional 
caregivers and teachers, located at Hanazono 308.

安全面も配慮された高さ最大 5mのクライミングウォー
ルなどチャレンジいっぱいの屋内キッズセンター。
A safe and dedicated indoor kids adventure area with 
var ious self belayed cl imbing walls, and athlet ic 
playground.

全長 1.7km 日本一の長さのメガジップライン。冬季も 3 月登場予定。
詳細は後日ウェブにて公開。
The longest mega zipline in Japan at 1.7 km length. Scheduled to operate 
in March during the winter season! Stay tuned!

羊蹄山の麓にある牧場での乗馬体験です。
Horse riding experience at a ranch at the foot of Mt. Yotei.

30 分
30 min ¥20,000 スタート時間 / Starting times

9:30am, 10:30am, 11:30am, 12:30pm, 1:30pm, 2:30pm, 3:30pm*

● 大人 13 才 ~ / 小人 3 才 ~ ● 大人と小人の組み合わせにより定員がございます。ウェブサイトにてご
確認ください。●  * １月下旬以降可能
● Child 3 and above / Adult 13 and above ● Max number of guests is vary depending on the 
ratio of adult and child. Please check our website for the further detail. ● * Available after late 
January

BOOK ONLINE:
ご予約はウェブから

ラビット 45 分
Rabbit 45min

スタート時間 / Starting times
9:30am, 10:30am, 11:30am, 12:30pm, 1:30pm, 2:30pm, 3:30pm*

一人乗り
Single ¥9,000 二人乗り

Tandem ¥12,000
大雪原 60 分
Snowfield 60min

スタート時間 / Starting times
9:30am, 10:30am, 11:30am, 1:30pm, 2:30pm, 3:30pm

一人乗り
Single ¥12,000 二人乗り

Tandem ¥18,000
スーパービュー 90 分
Super View 90min

スタート時間 / Starting times
11:30am, 2:30pm

一人乗り
Single ¥20,000

コースによって運転可能年齢・乗車可能年齢など参加条件が異なります。詳細はウェブサイトをご覧ください。 * １月下旬以降可能
Conditions of participation such as driving age, riding age, etc. vary depending on the course. Please see the website for details. * Available after late January

60 分
60 min ¥4,000 スタート時間 / Starting times

1:30pm, 2:30pm

● ガイド、スノーシュー、ポール付 ● 13 歳以上 ● 体験時間 45 分 ● 事前予約不要、リゾートセンター
HANAZONO 308 アクティビティ受付デスクへ直接お越しください。
● Includes a guide, snowshoes and poles. ● Age 13 and above.  Actual snowshoeing hour is 
approximately 45min. ● Walk-in only. Please come directly to the Activity Desk in Hanazono 
308.

BOOK ONLINE:
ご予約はウェブから

Tube Park
チューブパーク

Daycare Center
託児施設

Galaxy of Kidz
ギャラクシーオブキッズ

Hanazono Zipflight
HANAZONO ジップフライト

Winter Horse
Riding Tour
白銀の世界で乗馬体験ツアー

60 分
60 min ¥3,000 台 /per tube

3 才以上
Age 3 and above

● 営業時間 : 9:00am ～ 4:00pm * 最終受付 3:00pm ● 事前予約不要、リゾートセンター HANAZONO 
308 アクティビティ受付デスクへ直接お越しください。
● Operation Hours: 9:00am - 4:00pm *Last entry 3:00pm ● Walk-in only. Please come directly 
to the Activity Desk in Hanazono 308.

Morning Afternoon Full Day
9:00am – 1:00pm 1:30pm – 4:30pm 9:00am – 4:30pm

12 ヶ月 - 6 才
12 month to 6 years ¥16,200 ¥12,000 ¥22,200
ベビーシッター派遣、ベビー用品レンタル、各種パーティーなども承ります。詳しくはウェブサイトをご
覧ください。
Babysitting,  childcare equipment rentals, birthday party catering are also available. Please 
see our webiste.

45 分
45 min ¥3,000 スタート時間 / Starting times

4:00pm, 5:00pm

● 年齢制限 : クライミング & アスレチックゾーン：小学生と中学生 ( 体重 15kg~60kg)
                           ボールプール：未就学児 
● Age Limit : Climbing and Athletic Age 6-15 (weight 15kg -60kg), Ball Pool Age 2-5

所要時間 :  45 分
Duration: 45 min ¥10,000 スタート時間 / Starting times

11:00am, 1:00pm

● 小学生 ~65 才 ●  最小遂行人数 2 名 ● 1 グループ最大 4 名 ● 送迎は無し、直接乗馬会場へ集合
● Age 6-65 ● Minimum 2 people ● Maximum of 4 people per tour ● No pick-up service is 
available, please meet directly at the horse riding venue.

BOOK ONLINE:
ご予約はウェブから

BOOK ONLINE:
ご予約はウェブから

BOOK ONLINE:
ご予約はウェブから

ご予約不要
Walk-in Only

ご予約不要
Walk-in Only

* 全てのアクティビティは積雪状況・天候・雪の状況によって中止となることがあります。 *All activities are subject to cancellation depending on weather and snow conditions.8 9



火山と雪と水が悠久の年月をかけ形作ってきたニセコの大地。豪雪
で世界的に知られるこの地は、春から秋にかけて北国の植物と生物
の生命力が豊かに栄える緑と命の楽園へと変貌します。

アジア最長を誇るメガジップライン「HANAZONO ジップフライト」
をはじめとした、森と清らかな水と親しむアウトドアアクティビティや、
著名な芸術家ブルース・マンローの手による広大な光のアートインス
タレーション「Mountain Lights」など、自然がインスパイアし五感
を解き放つ様なエクスペリエンスを各種ご用意してお待ちしています。

This land is known worldwide for its heavy snowfall, the area 
transforms in green season into a paradise of lives force of northern 
botanicals and animals flourishes in abundance.

Hanazono is welcome you with outdoor activities to get close 
to the forest and clear water, such as the "Hanazono Zipf light," 
the longest mega-zipline in Asia, and "Mountain Lights," a vast 
light installation by renowned artist Bruce Munro, are just a few 
examples of the ways that nature inspires and opens the senses.

ニュースレターに登録して最新情報をゲット！
Please subscribe to Hanazono newsletter for 
latest  information. 

HANAZONO GREEN SEASON
- where nature inspires

ニセコの自然が感性を解き放つ
HANAZONOのグリーンシーズン

10 11
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ニセコ HANAZONO リゾート
Niseko Hanazono Resort
〒 044-0082 北海道虻田郡倶知安町岩尾別 328-36
328-36 Iwaobetsu, Kutchan-cho, Abuta-gun, Hokkaido, Japan 044-0082

* ナイター営業期間    2022 年 12 月 17 日 - 2023 年 3 月 19 日
* Night Skiing   December 17, 2022 - March 19, 2023

無料 HANAZONO シャトルバス
Free Hanazono  Shuttle Bus
無料シャトルバス期間 : 2022 年 12 月 3 日 - 2023 年 4 月 9 日

スノーシーズン営業期間中、毎日 3 台の無料シャトルバスが HANAZONO -　
ヒラフ地区を20 分間隔でピストン運行しています。

8:00AM の始発に乗れば、8:30AM オープンのリフトにご乗車いただけます。
 >2022-2023 シーズンは、アッパービレッジ方面のみの運行です。
 >The Vale Niseko は 1 時間に 1 本の運行です。
 >HANAZONO308 発最終

 > 7:25pm - ナイター営業期間 (12/17 - 3/19)
 > 5:28pm - ナイター営業期間外

 >天候や交通状況により発着時刻に多少の誤差が生じる場合があります。

Free Shuttle Bus Operation: December 3, 2022 - April 9, 2023

Hanazono Free Shuttle Bus operates daily from 8:00am, depar ts 
approximately every 20 minutes.

This service is ideal for the family or the keen POW enthusiast with the 
first bus arriving at Hanazono at around 8:30 am in time for early lifts.

 > Only covers the Upper Village area for the 2022-202 season.
 > The buses that stop at The Vale Niseko depart every 60 minutes.
 > Last bus from Hanazono 308

 > 7:25 pm - night skiing period (Dec 17 - Mar 19).
 > 5:28 pm - outside the night skiing period.

 > Departure and arrival times may vary depending on weather and traffic 
conditions.

営業時間 / Hours of Operation
8:30am - 4:30pm

ナイター営業* / Night Skiing*
4:30pm - 7:00pm

0136-23-0103
#hanazononiseko

PROUD
HANAZONO
PARTNERS

ウェブサイトでバスルートとバスの現在地をご覧いただけます。
You can check the shuttle bus route map and real time bus 
location on our website. 

スノーシーズン営業期間 : 2022 年12 月3 日 - 2023 年 4 月9 日
Winter Operation: December 3, 2022 - April 9, 2023

BOOK ONLINE NOW!
オンライン予約をご利用ください

お問い合わせ・ご予約
Inquiries & Bookings

電話予約受付時間 8:30am - 8:30pm
Booking Hours 8:30am - 8:30pm

0136-21-6688

hanazononiseko.com

Access to Hanazono
HANAZONOへのアクセス
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KUTCHAN TOWN

Approx.  2  hours

R o u t e  2 3 0（v i a  N a k a y a m a  P a s s )  A p p r o x .  9 5 k m

Approx.  1  hour 40 mins

Sasson Highway→Shiribeshi Highway→Route 5 Approx. 98km 

Approx.  2  hour 30 mins約2時間30分

約1時間40分

約2時間

札幌

新千歳空港

R o u t e  2 7 6 ( v i a  B i f u e  P a s s )  A p p r o x .  1 1 0 k m
国道276号線(美笛峠経由)約110km

札樽自動車道→後志自動車道→国道5号線約100km 

国道230号線（中山峠経由)約95km

SAPPORO

NEW CHITOSE
AIRPORT


