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紙：ホワイト

Cafe Fes in Niseko Forest

第 3 回

STAGE TIME TABLE
11:30 ～ 12:05 tico moon
12:15 ～ 12:50 おお雨
 （おおはた雄一＋坂本美雨）

12:55 ～ 13:30 成山内（sleepy.ab）
13:40 ～ 14:20 押尾コータロー
14:30 ～ 15:10 高野寛
15:25 ～ 16:05 原田知世
16:20 ～ 17:00 キセル

STAGE

ENTRANCE

Space1-15 Area
札幌の古いマンションにショップやカフェ、

作家のアトリエが集まる
「Space1-15」がニセコへ！

Marche Area（道外）
イラストレーター、クラフト作家など、
道外の作り手・お店が集まりました

Marche Area（道内）
雑貨店、パン屋さんなど

道内の選りすぐりのお店が集まりました

Cafe Area
道内外の素晴らしきカフェが

一日限りの集結！

HMVによるCDショップ。
会場にてCDご購入の皆様にサイン会を行う予定です。
＊原田知世さんはサイン会を行いません。

ヒント 1：入場口の旗のどこかにいるよ
ヒント 2：会場内の木のどこかにいるよ
ヒント 3：背の高い男性の背中に隠れているよ
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27.
roca
（パン）

25.
Anorakcity（雑貨）

26.
トロニカ（古本）

29.
ヒルトンニセコビレッジ
（サンドイッチと飲み物）

Information

31.
select coffee shop
peacepiece
（冷やし珈琲）

32.
高野珈琲店

（珈琲と焼き菓子）

37.
mado cafe

（ビーフストロガノフと
フルーツポンチ）

39.
mikumari

（シチューとピタパンサンド）
40.

cafe la famille
（自家製ハムのグリルバーガーと

レモネード）

44.
日光珈琲

（自家焙煎珈琲と日光天然氷のかき氷）
45.

サカヤカフェマルヨシ
（那須御養卵のオムライス）

42.
手紙舎

（ラップサンドと
フルーツビールカクテル）

×
wato kitchen

×
成城・城田工房

（うずまきソーセージ）

34.
喫茶 つばらつばら
（自家製ドリンクと

おやつとオリジナルくじ）
35.

Rovaniemi
（シナモンロールと飲み物）

33.
on the table

（グリーンカレーとビオワイン）

36.
cafeゴリョウ
（サンドイッチ）

38.
SEED BAGEL&

COFFEE COMPANY
 （ベーグルと珈琲）

41.
ラムヤート

（石窯焼きのパン）
×

たかはしよしこ
（エジプト塩）

43.
たべるとくらしの研究所
（フルーツ酵素ジュースと

ごはんとおやつ）

30.
MORIHICO

（自家焙煎珈琲と
焼き菓子）

24.
OLDECO

VINTAGE ITEMS
（アンティーク）

28.
KITCHEN
TOROIKA

（ホットドッグ、ドリンク）

01. piccolina（北欧雑貨）
02. F1/6  エフロクブンノイチ（シルク、靴下、アクセサリー）

03. yurarika（布雑貨）
04. losika（植物）

07. CONTEXT（オブジェ、焼き菓子）
08. Snow blossoms（アクセサリー）

13. kuboぱん（ベーグルとマフィン）
14. 小谷田潤（陶）

15. 岡崎直哉（ニュー函館おみやげセット）
16. mitome tsukasa（真鍮・銅・シルバーのアクセサリー）

17. Chappo（帽子）
18. nuri（キャンドル）

19. kata kata（テキスタイル）
20. 柴田ケイコ（紙もの雑貨）

21. 高旗将雄（シルクスクリーンのワークショップ）
22. 手紙舎雑貨店（紙もの雑貨）

オフィシャルショップ

HMV & サイン会

11. CAPSULE MONSTER（焼き菓子、ドリンク）
12. アドナイチーズ（オコッペのナチュラルチーズ）

05. Siesta Labo.（石鹸）
06. 書庫 303（アクセサリー、ミニバッグ）

09. マーノ（陶器）
10. Litart（製本、ペーパークラフト）

23.
辻谷商店
（雑貨）

ナチュラル
アイランド

ヒルトン
ニセコビレッジ
案内所

［入場資格］入場時にお渡ししたリストバンドとルームキーを、 会場入り口にてご提示ください。
　　　　　 ルームキーはおひとり様１枚ずつお持ちください

［出演者］伊藤ゴロー、坂本美雨

OPEN 19：00 ｜ START 20：00 ｜ CLOSE 21：00
PLACE ヒルトンニセコビレッジ 3階「北海道」 

夜
の
部
の
ご
案
内

【 注意事項 】
すべてのみなさまが、心地よく過ごしていただ
くために、みなさまのご協力をお願いいたします。

◎お席について
すべて自由席となっております。お持ちい
ただきましたシートをご利用ください。な
お、テント、タープ、パラソル等のご利用
はご遠慮ください。

◎入退場について
入場ゲートでお渡ししたリストバンドは、腕か
ら外れないようにしっかりと取り付けてくださ

い。リストバンド紛失の場合は、ご退場いただ
く場合がありますことをご了承くださいませ。
また、いったん退場された場合も、リストバン
ドをご提示いただければ、再入場可能です。

◎会場内でのマナー
会場内へのカメラの持込みは可能ですが、出
演アーティストの撮影、録音は禁止させてい
ただいております。万一、他のお客様のご迷
惑になるような行為を行ったり、係員の指示
に従わない場合は、強制的にご退場いただき
ます。その際のチケットの払い戻しはいたし
ませんのでご了承ください。

◎ゴミ
ゴミは基本的には、お持ち帰りいただきますよ
うお願い申し上げます。会場内で出ましたゴミ
につきましては、購入されたブースのゴミ箱へ
お捨てください。

◎喫煙
会場内は禁煙とさせていただきます。

◎手荷物について
コインロッカー等はございませんので、手荷
物は各自で管理をお願いします。

◎事故、事件
会場内外で発生した事故、事件、盗難、負傷につ
きましては、主催者、会場、アーティストは一切
責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

◎体調管理
屋外での長時間のイベントのため、体調管理には十分
にお気をつけ下さい。負傷につきましては、簡単な応
急処置はいたしますが、病院での手当を希望される場
合はお客様ご自身で病院への移動をお願いいたします。
ヒルトンニセコビレッジ内には薬のご用意はありませ
ん。お近くの薬局をご利用ください。万一の際は、お
近くのスタッフまでお申し付けください。

◎虫対策
自然豊かな会場には、薮蚊やブヨなどさまざ
まな虫が多く発生いたします。虫よけ対策は
十分に行っていただくようお願いいたしま
す。なお、黒い服は虫を寄せつけますので、
ご注意ください。

◎雨天時について
雨天の場合でも基本的に屋外にて開催いた
しますが、その場合、開催内容が一部変更
する場合がございますことをご了承くださ
いませ。

［ 注意事項 ］
本イベントは出演者、内容等が変更になる場合がござ
います。出演者の変更およびキャンセル、内容の変更
等にともなうチケットの払い戻しはいたしませんので、
あらかじめご了承ください／ 本イベントの中止に伴う
会場までの旅費等（キャンセル料含む）の補償は一切
いたしません ／不正入場が発覚した場合、いかなる理
由に関わらず、その時点で退場していただきます ／会
場周辺の自然環境を傷つけるなどの行為は絶対におこ
なわないでください ／お子さまをお連れのお客さまは
お子さまから目を離さぬようお願いいたします ／客席
を含む会場内の映像、写真が公開されることがありま
すので、予めご了承ください。

会場内のどこかに、3 匹の熊さんが隠れています。3 匹
の熊全部を写真に撮って、information のスタッフに見
せて下さい。先着300名様にプレゼントを差し上げます。

ヒルトンニセコビレッジ宿泊者のみ対象のプログラムです。夜の部は札幌国際芸術祭との連携イベント
として、「都市と自然」をテーマとし今年没後 20 年を迎えるアントニオ・カルロス・ジョビンのエコロ
ジストとしての側面を色濃く持った楽曲を中心とした、伊藤ゴローボサノヴァライブ（スペシャルゲスト：
坂本美雨）を開催予定。坂本龍一のレーベル、コモンズも積極的に応援しています。


