
にこっとバスと、路線バスを上手に組み合わせて利用すると、倶知安や小樽方面
への通院などの移動に便利です！

※2020～2021の冬ダイヤを参考にした活用例です。

行き【ニセコ→倶知安・小樽方面】

昆布駅前

ニセコ駅前

本通（郵便局前） 倶知安駅前
福井

8:16

8:36

8:35

8:31

8:45

8:47

8:51

10:22

10:40

10:19 9:12

厚生病院前

小樽・札幌方面へ

9:18
8:21

88

111111
ニセコビュープラザ

南西方面から市街地へは、「にこっとバス」の
ご予約ができなければ、路線バス（ニセコバス
福井線）もあります。

ニセコバス「福井線」は、ニセコ
駅でそのまま「小樽線」に切り
換わるので乗り換え不要です。

倶知安厚生病院
帰りは11:30、13:18
少し余裕があります

綺羅乃湯

ニセコ医院、役場、買い物

帰り【倶知安・小樽方面→ニセコ】
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市街地から南西方面へのお帰りは「にこっと
バス」で。午後は比較的予約しやすいですが、
時間に余裕を持って。

「COOL CHOICE」 とは、省エネ・低炭素型の製品・サービス・行動など温暖化対策に役立つ、また快適な暮らしにも
つながるあらゆる「賢い選択」をしていこうという取り組みです。

ニセコバス福井線
（南西部～ニセコ市街地）

ニセコバス小樽線
（ニセコ～倶知安・小樽）

中央バス「高速ニセコ号」
（ニセコ～倶知安・小樽・札幌）

にこっとバスエリア

綺羅乃湯で帰りの「にこっと
バス」を待つもよし

ビュープラザで買い物しながら
「にこっとバス」を待つもよし

乗合いとデマンドで効率的なエネルギー利用！
COOL POINT！

にこっとバスは乗り合いとなるルートで効率的に運行するため、
ガソリン消費を低減させます。また、お客様からのご依頼（デマンド）
により運行されているため、無駄な運行、無駄な燃料を使いません。

公共交通で移動中の時間も有効利用！
公共交通の利用は、環境に優しいだけでなく、移動中の時間を読書や
コミュニケーションなどに有効利用できます！

倶知安十字街
9:14

厚生病院前

小樽・札幌方面から

　通常の路線バスとは異なり、事前予約（電話予約）により運行する形態のバ
スです。
　利用者が予約した時間に乗車場所まで迎えに行き、目的地までドア・ツー・
ドアで運行します。多くの方にご乗車いただくよう基本的には、乗り合いで運
行となりますが、どの利用者にも大きな不便を与えることのないよう専用シス
テムでルートを選んで効率的に運行します。

■What is the Nikotto Bus?
The Nikotto Bus is a new kind of bus service that, unlike a regular route bus, operates 

by phone reservations. It is a door-to-door service, picking up passengers at their 
reserved time from their desired location to take them to their destination. Usually the bus 
will have multiple passengers on board at once, and we make sure to pick a route that is 
most convenient for everyone.

In October of 2012 we gave the bus the nickname 〝Nikotto〞 because we hope the bus 
will leave a smile on the face of everyone who rides it.

にこっとBUSの詳しい内容は
【運行事業者】

ニセコバス㈱
電話　0136-44-2001
予約　0136-44-2200

もしくは

ニセコ町役場企画環境課
電話　0136-44-2121　FAX　0136-44-3500
メール　kikaku@town.niseko.lg.jp

ニセコバスHP ニセコ町HP

「乗合乗車」にご協力を！「乗合乗車」にご協力を！
目的地や時間が異なる方々が同じ車両に乗り合わせること（乗合乗車）で、より多くの方々
がご利用いただけます。
出発や到着時間に余裕を持ったご予約をお願いします。

地域で支えあう公共交通

1
ニセコ町
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ニセコ町デマンドバスニセコ町デマンドバス



Fare: 200 yen (Ticket booklets are available). Preschool-aged children ride for free.  Children (younger than 
middle school age), those carrying a physical handicap certifi cate, rehabilitation certifi cate, or mental disability 
certifi cate, and elderly in care receive a 50% discount (100 yen)

Operation method: Regional operation of the demand bus system (Article 4 of the Road Transportation Act)

Hours of operation: 7 days a week, from 8AM to 7PM

Region of operation: Within the Niseko Town boundaries (however, this excludes Goshiki Hot Springs and 
includes Rankoshi - Konbu town)

Vehicles: Including the drivers, the vans accommodate 10 passengers.

運　　賃　１回200円　お得な回数券あります（車内でお求めいただけます）。就学前の小児は無料。
　　　　　 子ども（中学生以下）・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方・

要介護認定（要支援は除く）を受けている方は半額（100円）
運行方法　デマンド方式による区域運行（道路運送法第４条）
提供方式　ドア・ツー・ドア方式（乗車地から目的地まで輸送）
運行時間　平休日とも運行　午前８時から午後７時まで（ニセコバスへの戻り時間）
※南西方面（西富・福井・宮田方面）は、午前7時30分ニセコ駅発のJRに接続できるよう、予約に応じて時間前運行（平日のみ、2日前まで予約）

運行区域　 ニセコ町区域内（ただし五色温泉地区を除き、蘭越町昆布町は含む）
車　　両　10人乗り（乗務員含）ワンボックスタイプ

乗車利用のQ&A乗車利用のQ&A
Ｑ　にこっとBUSの運行、予約センターの受付は、何時から何時までですか？
Ａ　 運行は午前８時から午後７時まで、予約は午前９時から午後12時、午後１時から午後５時まで、365日行っ

ています。また、予約は利用日の８日前から当日出発時刻の30分ぐらい前まで、電話にて受け付けています。
　　※早朝利用を希望する方（南西方面からの利用限定）は、乗車の前々日までにご予約ください。

Ｑ　時間や目的地の変更や、キャンセルの時は？
Ａ　 予約の変更、キャンセルとも早めに予約センターにご連絡ください。なお、予約の変更は、他の予約状況

の関係から希望の時間に予約ができないこともありますので、ご了承ください。

Ｑ　利用にあたって対象者の制限などはありますか？
Ａ　 年齢制限などは基本的にありません。観光客など町外にお住まいのみなさんもご利用できます。

Ｑ　希望の時間に予約できないことはありますか？
Ａ　希望する時間帯に、既に異なる方面への予約がある場合、予約できないこともあります。

Ｑ　１人で乗車する予約でも運行しますか？
Ａ　 １人からでも運行します。基本的には運行システムにより、乗り合いとなるルートで効率的に運行しますが、

同じ時間帯で同じ方向での予約がない場合は、お一人で運行するようになります。

Ｑ　予約時刻に遅れた場合、待ってもらえますか？
Ａ　 他のお客様の予約の関係から、基本的には予約時間を過ぎたら出発します。そのため、予約の時刻より少

し早めに乗車場所にてお待ち願います。ただし、天候や路面の状況により遅れることもありますので、ご
了承願います。

　乗降口には、自動ステップや手すりをつけていますので、
安心して乗り降りすることができます。

予約センターから、にこっとBUSへ
情報を送信し乗車場所へ向かいます。

予約した日時、乗車場所からご乗車ください。
予約したことをお忘れなく!

乗車日の８日前から当日30分ぐらい前までに予約セン
ターへ電話し、お名前、乗車地、目的地、利用する希望
日時、利用人数をお伝えください。
オペレーターが、予約できる時間帯を複数お伝えします
ので、その中から乗車時間を決めてください。

新型コロナウイルス感染予防対策のため、にこっとバス乗車の際にはマスクの着用、および
咳エチケットにご協力願います。
また、にこっとバス車内は定期的な清掃、除菌、換気を行い、乗務員やニセコバス社内での
感染予防対策、健康管理を徹底しておりますので、安心してご利用ください。

同じ方面へ向かう方がいるときには、
途中から乗車し、乗り合いで運行します。

運賃を支払ってご降車ください。
忘れ物、足元にはご注意を!

●●2 配車配車
Dispatching of vehiclesDispatching of vehicles

●●1 予予約約
ReservationsReservations

●●3 乗車乗車
BoardingBoarding

●●4 乗り合い乗り合い
Riding with other passengersRiding with other passengers

●●5 目的地へ到着目的地へ到着
Arriving at your destinationArriving at your destination

にこっとBUS予約センター
Nikotto Bus Reservation Center

0136-43-2200
予約受付時間 9：00～12：00Reservation hours 13：00～17：00

車両のポイント（ステップ、荷台）

マスク着用にご協力ください！

にこっとBUS乗車方法

にこっとBUS運行形態

Operation information

2 3


