
 

 

【2023 年 バケーションニセコ長期滞在 宿泊料金表】 

 

 

 



 

 

※アイコン説明：        －愛犬と滞在可能 彡－エアコンの台数              －BBQ 可能（条件あり） 

※絆「*」添い寝の未就学児のみ宿泊可能・エキストラの布団/ベッドはご用意できません。/銀雪「*」2×ベッド 

4×お布団になります 

※定員+1 名（または 2 名）の寝具は 6 歳以上より別途 3,500 円/泊にてご用意いたします。お布団使用されない

場合も 6 歳以上は同料金です。 
        

※愛犬滞在には頭数制限があります・犬宿泊料金別途加算 1 泊あたり：10 ㎏以下/1,500 円 10-25kg/2,000 円 

25kg 以上/2,500 円 

※上記宿泊料金とは別に、「施設管理・ゲストサービス料金」1 日 150 円/室  

 ニセコランドマークビュー/スノードッグビレッジは 1 日 300 円/室が加算となります。 

※「F*」は 3 ベッドルームのお部屋を 2 ベッドルームとして提供いたします。追加 50,000 円/週で 3BDR として

のご利用も可能です。 

【お得な割引特典】 

その 1：2 年目以降、連続してご利用いただきましたお客様へ宿泊代より 5％～10％のリピーター割引をご提供 

その 2：46 泊以上～60 泊ご予約いただいたお客様に 1 泊無料をご提供（60 泊ご予約＝59 泊分の料金） 

その 3：61 泊以上～ご予約いただいたお客様に 2 泊無料をご提供（77 泊=75 泊分の料金） 

    ＊2 と 3 はリピーター割引後の 1 泊料金です。 

その 4：ご家族ご友人の 20 泊以下のご予約は 5％割引をご提供させていただきます。 
        

 
 

 

【バケーションニセコの長期滞在サービス】 

◆ 7泊に付き 1回のフルクリーニング 

◆ フロントサービス 

◆ アクティビティ・レンタカー手配 

◆ 新聞購読手配－手配料 550 円 

◆ 1予約につき 1台のフリーパーキング 

◆ アーリーチェックイン 12：00～/レイトチェックアウト～12:00 

 

 

 



 

 

【ご予約の流れ】例：7/15～8/31 47 泊にてお申込 

お手続き内容 お客様 当社 

フォームよりお申込 

9/25 にお申込フォーム送信 

2023 年バケーションニセコ長期滞在お申込

みフォーム 

お申込フォーム受信後お部屋ご提供の可

否/お見積りのご連絡/仮予約手続き/お

申込金 30,000 円のご請求案内 

お部屋・お見積り・日程

のご確認とお支払い 

お見積り・日程確認のうえ 14 日以内の

お申込金のお支払い 

期日 10/9 までのご入金にて仮予約完了 

 

残額のお支払い 50 日前 
日程確定のうえ期日 5/26 にてお支払い

手続き 
日程の確定 

 

【申込の前に】 

１、 お申込前に必ず別紙「2023 長期滞在利用規約」をお読みください。お申込頂いた時点で「2023 長

期滞在規約」に同意頂いたとし、お手続きさせて頂きます。 

２、 お申込前にお部屋の間取り・備品等を弊社ホームページにてご確認ください。 

【申込方法】長期滞在利用規約 第２条関係 

お申込は専用フォームよりお受けいたします。お電話での受け付けはトラブル防止のためにしておりませ

ん。有効なメールアドレスをお持ちでない場合はＦＡＸにてお受け致します。 

予約専用フォーム： https://form.jotform.com/202370535221039 

予約受付ＦＡＸ番号：0136-21-5021 

その他お問い合わせ：0136-21-7788    yoyaku@vacationniseko.com まで 

【申込フォーム】長期滞在利用規約 第２条関係 

1、下記宿泊詳細をフォームまたは FAX にて送信ください。 

必須＊宿泊代表者様のお名前 

必須 1 名他 5 人までの枠＊同行者皆様のお名前 

（数日間のみご滞在されるご家族、ご友人のお名前は到着後のご申告で結構です） 

必須＊住所  

必須＊自宅電話番号  

https://form.jotform.com/202370535221039
https://form.jotform.com/202370535221039
https://vacationniseko.com/ja/accommodation
https://form.jotform.com/202370535221039
mailto:yoyaku@vacationniseko.com


 

 

必須＊携帯電話番号  

必須＊到着日（到着の３1 日前までは空室がある限り無料で変更可能） 

必須＊出発日（到着の３1 日前までは空室がある限り無料で変更可能） 

必須 1 枠＊希望のお部屋（複数ある場合は希望順位を付けて下さい） 

必須＊ベッドタイプ （ツインまたはダブルよりお選びください。銀雪、ハナ＆ジョー、高峰、MUSE、Aspect、Loft は 

指定不可部屋あり） 

必須＊2022 年長期滞在利用規約に同意 

必須＊その他、清掃案内、弊社ホームページにてお部屋の詳細を確認のうえお申込ください。 

 

【お支払いについて】長期滞在利用規約 第 3 条および第４条関係 

１、弊社が申込を承諾してからご請求メール送信後、14 日以内にお申込み金 30,000 円をお支払い頂きま

す。 

２、宿泊料金は到着の 50 日前までに全額をお支払い頂きます。申込金は、宿泊料金に充当されます。 

３、その他ご利用料金はサービス利用開始までにお支払い下さい。 

4、お支払いはクレジットカード（１回払い）もしくは弊社口座へのお振り込みとします。振込に掛かる手

数料はお客様のご負担となります。 

【変更・キャンセルについて】長期滞在利用規約 第 6 条第２項関係 

長期滞在契約 不泊 到着 1 日前から

当日まで 

到着１４日前から

２日前まで 

到着５０日前から

１５日前まで 

到着５１日前まで 

全期間契約取消 １００％ １００％ ５０％ ２０％ 申込金 

一部期間契約取消 ー １００％ ５０％ ２０％ ― 

1. 予約成立後のお申込み金の返金は一切ございません。ご了承の上でお申込み下さい。 

2. ％は宿泊料に対する違約金の比率です。 

3. 施設管理・ゲストサービス料金に対して上記キャンセル代は発生致しません。変更・キャンセルの場

合は全額ご返金致します。 

4. 宿泊日数が短縮した場合は、その短縮日数全体に対する比率の違約金を収受します。 

5. 到着後に宿泊日数が短縮した場合、差額の返金はございませんのでご注意ください。 

6. オーナー付コンドミニアムの性質上、入院を含むケガ、体調不良の場合でもキャンセル料が発生致し

ます。ご了承の上でお申込み下さい。 

https://vacationniseko.com/ja/vn-properties


 

 

【駐車場について】 

現在は各施設の専用駐車スペースのみのご準備となります。今年度ご準備しておりましたニセコラ

ンドマークビュー臨時第二駐車場、絆臨時第二駐車場は借用地となります。2023 年度の使用の可

否は未定です。例年 6 月ごろに契約締結し確定しております。使用不可となった場合は皆様へお

知らせ後 10 日以内のキャンセルはお申込金ご返金にて無料でお受けいたします。 

 

【お部屋清掃について】  

頻  度：７泊につき１回  ※ご到着日からの起算ではございません予めご了承ください。 

清 掃 日：ご到着時にご案内いたします。 

清掃時間：午前 10：00～午後１６：００ 

※恐れ入りますが、清掃の日時のご希望はお受けできませんので予めご了承下さい。 

※ご宿泊日数により、ご到着後すぐ、またはご出発直前に清掃日が偏る事もございます。その場合は事前に

ご案内させて頂きますが、ご了承いただけます様お願い申し上げます。 

清掃内容：ゴミ回収、 

タオル・シーツ交換（ベッドメイク）、 

キッチンシンク・シンク内の食器/調理器具類の洗浄・キッチンカウンターの汚れ取り、 

食器用洗剤・食器洗浄機用洗剤・洗濯洗剤の補充、 

バスルーム・シャワールーム・洗面所・トイレの清掃、 

シャンプー・コンディショナー・ボディーソープ・ハンドソープの補充、 

床の掃除機がけ、家具の拭き上げ、バルコニーの虫・ゴミ取り 

＊ティッシュ、トイレットペーパー、食器洗浄用スポンジの途中補充はございません。 

リネンについて：バスマットは浴室・シャワールームの数分、タオルセットはベッドの台数分お部屋へ 

ご準備しています。 

追加リネン： 設定された清掃日以外のリネン交換は別料金が発生致します。 

   追加バスタオル 160 円/枚 追加フェイスタオル 110 円/枚追加リネンセット〈シーツ,カバー,マ

クラカバー,バスタオル,フェイスタオル〉950 円/セット（ベッド２台分）追加リネン交換〈シーツ,カバー,

マクラカバー,バスタオル,フェイスタオル〉+交換 2,650 円/セット（ベッド２台分） 

※追加リネンは次回清掃時に回収となります。ご滞在中を通して必要な場合は事前にご相談ください。 



 

 

▶清掃中はお出かけ頂いても、お部屋に居て頂いても、どちらでも結構です。 

▶ご家族、ご友人の訪問に際し追加ベッドメイクが必要な場合は上記追加料金にて承ります。 

 

追加清掃：ご希望の際は 1 週間前までにご相談ください。別途施設ごとの清掃料金に沿ってお受けいたし

ますが、繁忙期はお受けできない場合もございますので予めご了承ください。 

 

【2 ベッドルーム→3 ベッドルームへ開放利用】 

ロフト 2 ベッドルームは 3 つ目のお部屋を開放してご利用いただくことが可能です。 

料金：7 泊 8 日につき 50,000 円  *1 日ごとのご利用はお受けできかねます。 

お部屋：ロフト 2 ベッドルーム 101/201/301/401 

利用条件： 

⚫ ご利用希望の 1 週間前までに予約課（0136-21-7788）またはフロント（0136-21-6466）までご連絡く

ださい。 

⚫ お支払いはクレジットカードまたは現金にて事前のお支払いとなります。 

⚫ お申し込み後キャンセルによるご返金は致しかねます。 

⚫ ご利用日にスタッフが入室して解錠（基本 15：00～）、ご利用終了日に施錠（基本～10：00）いたし

ます。 

⚫ 3 ベッドルームご利用期間に限り 2 名の追加に加えエキストラ 1 名（別途 3,500 円/泊）にて最大定員

7 名でのご滞在が可能です。2 ベッドルームでは最大定員 4 名となりエキストラ 1 名（別途 3,500 円/

泊）のご滞在はお受けできません。 

⚫ 3 ベッドルームご利用中に清掃日が予定されている場合、客室全て清掃となります。 

⚫ 追加リネン・清掃に関してはレギュラー清掃の案内に準じます。 

⚫ 追加 3 ベッドルームのご利用が予約泊数の半分以上の日程でご利用になられる場合は、全期間 3 ベッ

ドルームの部屋予約へ変更となります。 

例：35 泊ご予約で 3 回（3 週 21 日間）以上 3 ベッドルーム開放をご希望の場合は、全期間 3 ベッド

ルームの料金でご予約となります。 

                                              

作成 2022 年８月 18 日 


