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「世界有数の山岳リゾート」北海道・ニセコの“夏”の魅力を発信

『U-30℃ PREMIUM SUMMER NISEKO』キャンペーン初開催
気温 30℃をめったに超えない、快適な気候ならではの高級「避暑地」体験を提供
東急不動産株式会社（東京都港区、社長：大隈 郁仁）と株式会社東急リゾートサービス（東京都港
区、社長：速川 智行）及び一般社団法人倶知安観光協会（北海道虻田郡倶知安町、会長：吉田 聡）
は、夏（グリーンシーズン）の北海道・ニセコ地域の魅力発信と共に夏の観光客増加を目指した初のキ
ャンペーン「U-30℃ PREMIUM SUMMER NISEKO」（読み：あんだーさんじゅうど ぷれみあむ さまー
にせこ）を実施することをお知らせいたします。

■“夏”の人気も高まり、「世界有数の山岳リゾート」に
純白のパウダースノーを求めて世界中からスキーヤーが集まる北海道・ニセコは、外資系高級ホテ
ルの急速な進出や、コンドミニアムの建設が進み、さらなる注目が集まっているエリアです。
また、近年では贅沢な宿泊施設や快適な気候を理由に、夏のロングステイ需要も大幅に増加してい
ます。夏のニセコは、過去3年間の6～8月の真夏日※1日数が平均3.3日間※2となっており、避暑地として
有名な軽井沢（同平均8.7日間）と比較しても、涼しい気候の中で快適に過ごせる「日本有数の避暑地」
であると言えます。
そんな、ニセコの夏の魅力の発信と、国内外からの観光客誘致を目的に、本キャンペーンを通して冬
だけではない、年間を通じた“世界有数の山岳リゾート”としてのポジション確立を目指してまいります。
※1 最高気温が 30 度を超える日

【参考情報】
過去 3 年間（2014 年～2016 年）の 6 月～8 月の 30℃以上の平均日数と平均最高気温
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2016 年 12 月に開業した綾・ニセコ

■『U-30℃ PREMIUM SUMMER NISEKO』キャンペーン概要
日本有数の避暑地北海道・ニセコで、上質な夏を体感いただけるキャンペーンとして、
「U-30℃ PREMIUM SUMMER NISEKO」と題し、以下3つの施策を今夏実施します。

①

②

③

数少ない最高気温
30℃以上の日にだけ発行

ニセコの自然と気候を感じ
寛ぐ極上の展望スポット

ニセコの風土を体現した
２日限りの屋外レストラン

「OVER30℃クーポン」

「＃NISEKO SIESTA」

「DINING OUT NISEKO」

キャンペーンサイト URL: http://www.grand-hirafu.jp/cp/

■『U-30℃ PREMIUM SUMMER NISEKO』キャンペーン詳細

①

数少ない最高気温30℃以上の日にだけ発行

「OVER 30℃クーポン」

最高気温30℃を超えることが少ない、涼しい気候のニセコ（倶知安町）。最高気温が30℃を超える真
夏日になった場合、サマーゴンドラなどの各種アクティビティ割引やレストランでのご優待、ホテル内の
温泉無料ご招待など、数多くの町内各種施設をお得にご利用いただけるクーポンを発行し、ニセコの
上質な夏の体験をご提供いたします。
◆ 開催期間：2017 年 7 月 15 日（土）～2017 年 8 月 31 日（木）
◆ 特典内容：気温が 30℃以上の場合のみ発行される、町内各種施設をお得にご利用頂けるクーポン
◆ 入手方法：倶知安観光協会 Facebook(@KutchanTourismAssociation)内で投稿予定
◆ 参加店舗：キャンペーンに参加いただく企業・店舗は下記の通り（6 月 14 日時点）。今後更に参加企業・店舗は増加予定。
クーポン

提供事業者

内容

1

サマーゴンドラ割引

ニセコマウンテンリゾート
グラン・ヒラフ

サマーゴンドラのご利用料金割引（大人往復￥1,100→￥700、
小学生往復￥550→￥350）を始め、様々なアクティビティやレス
トランでの特典をご用意いたします。

2

ワンドリンクサービス
（ビールまたはソフトドリンク）

KAMIMURA

北海道の素晴らしい食材を使用したフレンチレストラン。お食事
をされた方にワンドリンク（ビールまたはソフトドリンク）をご提供
いたします。

3

カクテル、またはモクテルを
１杯サービス

杏ダイニング（木ニセコ）

4

ソフトクリーム1つサービス

杏デリ（木ニセコ）

5

税込み価格から5%OFF

ラッキー倶知安店

6

ワンドリンクサービス

ホテルシャレーアイビー
（比羅夫坂）

7

夏のアウトドア10%OFF

ニセコHANAZONOリゾート

8

お寿司等 メニュー10％OFF

ふじ鮨ニセコ店

9

アイスティー1杯サービス

グラウビュンデン

新鮮素材を使ったボリュームたっぷりのサンドウィッチ店。30種
類のサンドウィッチの中からご注文頂いた方に、無料でアイステ
ィーをご提供いたします。

10

スムージー10%OFF

セブンスターズカフェ

トレーラーハウスを改装したオシャレなカフェ。自家栽培のお米
や、地元産じゃがいもを使った こだわりメニューが豊富です。ス
ムージーを10%OFFでご提供いたします。

11

飲食代 10%OFF

BangBang

12

ラーメン等 飲食代 10%OFF

Bang 2

13

温泉 無料ご招待

木ニセコ

14

カクテル半額

TOSHIRO'S BAR

sikaku

食材は道産子シェフ前田伸一氏が自ら足を運び厳選、素材と向
き合い、本来の旨さを最大限に引き出すため、シンプルかつ大
胆な調理法で作った新日本食レストラン。カクテルまたはモクテ
ルを１杯サービス＊します。＊11:30am-5:00pm ご来店の方のみ
杏ダイニングの前田シェフが手がけたデリで、毎朝焼き立ての
美味しいデニッシュやクロワッサンが並ぶ、朝ごはんにもランチ
にもぴったりなお店。ソフトクリ―ムをひとつサービス＊いたしま
す。＊11:30am-3:00pm ご来店の方のみ
倶知安町や後志で採れた新鮮な野菜、近郊の岩内・小樽漁港
から直接買付け仕入れた抜群の鮮度の魚介類を取り揃えてい
ます。税込価格から5％OFFの割引＊をいたします。＊一部除外あり
お気軽にリーズナブルに、和食の職人がつくるクオリティの高い
お料理の数々。1,000円以内のドリンクを対象に、無料で1杯サ
ービスいたします。
ラフティングやシーカヤックなど、大自然の中、身体を使って思
い切り遊べる全てのアウトドアアクティビティ（ゴルフ除く）が
10%OFFで楽しめます。※8/11-13は対象外
お寿司はもちろん、天ぷら、ラーメン、丼物等、豊富なメニューを
とりそろえる寿司屋。クレジット、ランチバイキングを除く全メニュ
ーを10%OFFでご提供いたします。

備長炭で焼く和牛リブロースステーキ、串物、刺身盛、かきえも
ん（厚岸）等のとびきりの食材と豊富なメニューを揃える居酒
屋。飲食代を10%OFFでご提供いたします。
BangBangの隣にある、系列のラーメン店。極上のラーメンなど、
全メニューを10%OFFでご提供いたします。
グラン・ヒラフにそびえるナチュラルモダンホテル。1日の疲れを
癒やすミネラル豊富な水質が特徴の木ニセコ温泉を無料でご招
待いたします。※先着4名さま
バックバーに並ぶボトルは350本以上。世界をはじめ日本のウ
イスキーも豊富で、オーナーが作るオリジナルカクテルも人気で
す。和モダンな雰囲気の店内で着物にておもてなしいたします。
カクテルを半額でご提供いたします。

※内容は変更になる場合があります。
◆ クーポン等に関する最新情報は、下記 HP にてご確認ください。
https://www.facebook.com/KutchanTourismAssociation
◆ 運営事務局：一般社団法人倶知安観光協会

②

ニセコの自然と気候を感じ、寛ぐ極上の展望スポット

「＃NISEKO SIESTA」

ニセコマウンテンリゾート グラン・ヒラフのゴンドラを登った先に、大自然を感じながら、北海道を
代表する羊蹄山を一望しながら昼寝を楽しむスポット「＃NISEKO SIESTA」（読み：にせこ しえすた）
が出現。グラン・ヒラフの丘の上に、直径約2mの円形ベッドを計6床、さらに、山岳が背景になるよ
うなセルフィースポットを設置します。
穏やかな青空の下、心地よい風が吹き抜ける中でお昼寝をしながら、羊蹄山をバックに写真撮
影をすることができます。ニセコでしか体験できない、新しい憩いの場で、記憶に残る思い出をご
提供します。

◆開 催 期 間：：

2017 年 7 月 15 日（土）～ 2017 年 9 月 24 日（日）

◆営 業 時 間：：

9:00～16:00
8 月 5 日・19 日・26 日は 9:00～17:00
8 月 10 日～15 日は 8：30～17：00

◆場

所：

北海道虻田郡倶知安町字山田 204
ニセコマウンテンリゾート グラン・ヒラフ「エースヒル」横
※サマーゴンドラのご利用が必要となります

◆ご利用料金：

無料（交通手段として、サマーゴンドラ利用料金※が掛かります）
※〔往復〕大人 1,100 円、小人 550 円（未就学児 無料）

③

ニセコの風土を体現した、2日限りの屋外レストラン

「DINING OUT NISEKO」

毎回、日本のどこかで数日だけオープンするプレミアムな屋
外レストラン「DINING OUT」と、今夏コラボレーション。
活火山の“火”、肥沃な大地の“土”、大地をかけめぐる“風”、
全ての生命を潤す“水”。ニセコのシンボルとなる「羊蹄山が
奏でる万物の自然四重奏」をテーマに、涼しい気候の中で、
快適に過ごせるニセコの魅力を伝えます。
シェフには、オープンからわずか10カ月でミシュラン一つ星
を獲得し、今イタリアやヨーロッパでも注目を集める、ミラノの
「RISTORANTE TOKUYOSHI」の徳吉洋二氏、また、2日間ご
案内するホストには、コラムニストの中村孝則氏を起用。
地場食材をふんだんに活用することで、ニセコの「風土」を
体現するだけでなく、羊蹄山を眺めながら楽しめる食事によっ
て、『U-30℃ PREMIUM SUMMER NISEKO』でしか体験できない
価値をご提供します。
＜料理人＞
徳吉洋二 (とくよし ようじ) 氏
1977 年、鳥取県生まれ。専門学校卒業後、都内
のレストランで修行し、2005 年に渡伊。モデナの
「オステリア・フランチェスカーナ」でスーシェフを
9 年務めた後、2015 年に独立し、ミラノで
「Ristorante TOKUYOSHI」を開業。オープンから
わずか 10 ヶ月でミシュラン一つ星を獲得し、今、
イタリアで最も注目されている。
http://www.ristorantetokuyoshi.com

＜ホスト＞
中村孝則 (なかむら たかのり) 氏
神奈川県葉山生まれ。ファッションやカルチャー
やグルメ、旅やホテルなどラグジュアリー・ライフ
をテーマに、雑誌や新聞、TV にて活躍するコラ
ムニスト。2007 年に、フランス・シャンパーニュ騎
士団のシュバリエ（騎士爵位）の称号を授勲。
2010 年には、スペインよりカヴァ騎士の称号も
授勲。
http://www.dandy-nakamura.com

◆イ ベ ン ト 名：

DINING OUT NISEKO with LEXUS

◆開

催

日

程：

2017 年 7 月 22 日（土）〜23 日（日）、7 月 23 日（日）〜24 日（月）※2 日程限定

◆募

集

人

数：

各回 40 名、計 80 名限定

地：

北海道虻田郡倶知安町

◆出

演：

料理人 徳吉 洋二（ミラノ「Ristorante TOKUYOSHI」）
ホスト 中村 孝則（コラムニスト）

◆内

容：

本場ミラノで認められた日本人、徳吉シェフの創作性によって北海道の食材の魅力が最大限に引き出され、
神秘的なパワーを秘める羊蹄山とそのまわりに織りなす大自然に囲まれながら、五感全てでご堪能いただく
野外レストラン。翌日はグリーンシーズンのニセコを楽しんで頂くアクティビティと、徳吉シェフ考案のランチ
を、羊蹄山を眺めるアンヌプリの中腹にあるレストランで召し上がって頂きます。

◆主

催：

株式会社 ONESTORY

◆開

催

◆オフィシャルパートナー：

LEXUS (http://lexus.jp) 、東急不動産株式会社（http://www.tokyu-land.co.jp/）、
株式会社東急リゾートサービス（http://www.resortservice.co.jp/）

◆協

（一社）倶知安観光協会、ニセコマウンテンリゾート グラン・ヒラフ、綾 ニセコ、シャレーアイビー、坐忘林、

力：

糸冬工藝社
◆販

売：

◆オフィシャルサイト：

6 月 5 日（月）より、JTB 北海道支店で販売中。WEB 購入が可能です。
http://www.onestory-media.jp （詳細は ONESTORY オフィシャルサイトにて）

■「夏のニセコ」の魅力
蝦夷富士として知られる羊蹄山。そのふもとに広がるニセコ地域の冬はもちろん、夏には、はる
かに広がる田園風景、農場直送の新鮮な農産物、そしてラフティング、サイクリング、パラグライデ
ィングなどのアクティビティなど様々な魅力が人々の心を捉えます。
夏のニセコ地域は、日本の他の地域に比べ湿度が低く、快適な気候であるため、本州からの旅
行客をはじめ、海外からの観光客にも大変人気があります。町内および近隣に３つの国立公園を
有し、さらに高級コンドミニアムやレストランの数々が集積しています。長期滞在でも十分に楽しめ
るだけでなく、アクティブに楽しみたい方、またはゆったりとした涼しい場所で過ごしたい方など、幅
広い選択肢を備えた、日本有数の避暑地です。
＜本リリースに関するお問い合わせ＞
東急不動産株式会社 企画政策部 広報室 （担当：本多）
TEL：03-5414-1349 FAX：03-5414-1350 e-mail：Hayato_Honda@tokyu-land.co.jp

