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堕罪中から評価の高い
施上パウうースノー！

冬の詩話壷オスノ二の聖地として朗 ��� ��＝ �最優秀賞を三 
2012年から始まったウール �議‾iノ？ � �観ることができる。標高1，3 �－ �ほiTill●○－ �iiSSSgOZO露○○　1 

新　一－一 芸‾一つ　宏 ��　　　● 義‾／網田覇蘭・ �� �ミ100iiSSg王国確〇〇〇！ 
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閻国電騒擾撞喧履凄里樗特捜掴

羊蹄山手見むから

滑走ずる介も

気持ちが良い）

ニセコの大きな特徴はアンヌプリ峰を包囲するクランヒラフ・ビレッジ・

アンヌプノ国際の〕つの大きなスキーリゾート、それぞれが国内でも最大級
のスキー茅でありながら、全山共通のリフト券を購入することですへてのエ

リアをまたがって滑走することが可能。ゆっくりとリラックスしなから浄）降り
る初）こ、者割ナのコースから難易度の高い」ニ級者コースまですへてのスキ‾
ヤーか満足出来る乗客です。しっが）と整備された圧雪コースから非圧雪で
パウダーランが楽しめるコースまでそのハリエーションは実に多彩。自然の

息吹を感じながら白樺林を滑り抜けるツリーランや、幅の広いオープン／ト
ンをファミリーや仲間とともに一気に胤ノ降りる爽快感は日常では得ること
ができないほど格別を感覚。広大なエリアに多くのコースを擁するため、待
ち時間の少ないゴンドラやリフトもストレスを感じることがなく、まさにス
キーヤーのパラダイス。

∴し－”千三二

国◎吐露

ニセコはスノーポーダーにとってもパラダイスなのです。雪上のサ‾フィ

ンとも言われるスノーボートの醍醐味は、何と言っても朝一まだ誰も滑って
いない新雪の斜面を治り降りることに尽きますが、ニセコのパウダーはそん

をスノーボードをこよなく愛する者の心を魅了します。ニセコはパウダーカ
イトも多いので、ハックカントリーに興味がある上級者はガイドをお願いし

て、手付かずの白球の中に身を任せフレッシュパウダーを堪能するここも出
来ます。もちろんスキー矧こは初心者に優しいコースやレンタルスノ‾ボ‾
－も充実i）ているので、まだスノーボードの楽しさを味わったことがないの

なら、ニセコの土地で新たにスノーボードに挑戦してみるのもおすすめで
す。



北堀野一偏豪　族道夢たけと－む

ニセコ守朗醐ヅ置卜　蒜篭料具脚字山田2。4

ゲ事ン・ヒラフ：最濃霧
日本最大級のスケールと極上の雪質に加え、2つのスキーセンターお　HP http／／wwwgrand－hirafujP

高速8人東リゴンドラなど施設も充実。初心者からエクストリーマー、子
供から大人まであらゆるお客様にスノースポーツを楽しんで）、たたけ
ます。リフトのトップからボトムまで標高差940mを一気に滑り降りる庚

感、頭の上まで舞い上がるパウダースノーを体感するも良し。極上の雪
質の中のんぴノどノソートスキーを楽しむのも哀し。雪の広場でお子様
とスノーチュービングで遊／‡、も良し。ベースタウンには多彩な宿泊施設、
飲食店が林立しており、アプレスキー充実間違い無しi外国人客も多、、
ので異文化交流までできちゃいます。

こも豊田”砂∴∴∴∴∴蒜謡郡ニセコ町東山瀧
ス専一リゾート：最需窪霧

中・上級者にお勧めなのか「ニセコビレッジスキーリゾート」だ。「ニセ
コビレッジスキーリゾート」はダイナミックで斜面変化が多く中・上級者

はおもいっざノ楽しめるゲレンデだ。こだわりが詰まった玄人向けともい
える構成となっていて、縦に落ちていくコースはパウダーも素晴らしく、

ろ㌫）、護藩　論認諾謹言諒霧憲「三豊：
で、難易度がタンと上がる。それゆえ「ニセコビレッジスキーリソート」は

初心者には厳しいゲレンデとなっている。

劇由膿舛拭I∴∴∴謀議郡ニセコ町字ニセコ485

馴鵬鳴き一編：昔器謹
初心者にお勧めなのがニセコアンヌプリ国際スキー場だ。他のスキー

場に比へ斜面も緩やかで広く素直なコースが多くあり、初心者でも二セ　話語国語野
コのふわふわの雪質や、広さ、スピード感を楽しむことができる。また、
長い距離を無理な〈滑ることができるので上達しやすいのもうれしい。
斜面がやや南向きで天気がいいことが多く、暖かいのでお子さん連れに
もお勧めのスキー場だ。また近くのホテルのレストランも広いので、の
んびり休憩しなから自分のペースで楽しむことが出来る。もちろん自然
の地形をいかしたオフビステコースなどもあり、中・上級者も満足できる
こと間違いなし。

暮せ部課即暢㈱愉∴　謀議郡倶知安端居別328－，

鞭打廿言昔。豊㍊書霊Z言霊。kg誓書7
上質のパウダースノーが楽しめるニセコには、子供連れやスノーボーダーに人気のニセ

コHANAZONOリゾートスキー場がある。ふもとには、緩斜面のHANAZONOアドベンチャー

パークがあり、初心者や子供に貴通なコースとなっている。有料でレンタルしてスノー 露紫電

謹選蒸発講読謹講義驚計善幸寧
説深謀豊栄諾諜認窯籍豊子供中　一上dr一、二、



光軸稚拙，彊旅道夢⊥むと－こ

醒麗撃頚野撃．．三　　ノー

11TKOKO　嵩謹蒜醐川村常盤128－1 
KIRORORE50RT　　EA告嵩岩畳。，。．。。．j。， 

子供も大人もファミリーIこも愉しみ方満載のキロロスノーワールド。 

∴女露盤丁盤簿三。m′ ゆうば。 
札幌から60km、新千歳空港から55km。 
コンパクトながら、豊富なコースバリエーションが勢揃い！ 

愛∴諒辣霊．j。／fu，。∩。／ 
Prince　　道東自動車道開通Iこより、 

Hotels＆Resorts　　　新千歳空港からのアクセスが約40分短縮！ 

新千歳空港⇒富良野スキm場、約2時間10分。 



雷管がサイコ一日
上級者～細心、老・7ァミi1－でL

斉しゆる多彩なコース。
今年の冬は北専達のスキー鴇へ行ご

北l白遼遠光晴預誘‾旅道夢、たびと－む

言竣
AcHVE＊RESoFtT　搭詔岩下北海甜園部留寿都村字東川．3

RUSUTSU　評語競，．U．Sumj。，
場所がいい！雪がいい！コンディションがいい！

費沢なコースメニューでお待ちしております。
札幌・新千歳空港から90分。「ウエストMtJrイーストMtJ「Mtイゾラ」の3つの山に広がる37コース。総滑走距離

42km、輸送能力毎時31，200名の北海道最大級のスノーリゾートで、極上のパウダースノーが楽しめます。スキー・ス

ノーボードはもちろんのこと、犬ぞりをはじめ、スノーラフティングやスノーモービルなどのウインターアクティビ
ティーも大充実。シーズンを通して、北海道はもちろん関西、九州、また海外からも、たくさんのお客様をお迎えしてい
ます。

星野リYLト　　諾器品薄勇詣詩誌トマム 

トマム　言需諾豊。Wt。mamu．，。／ 

幻想的な雪と氷の世界「氷の衛アイスビレッジ」のある北海道のスキー場。 

公　　　子告00詰潜まIii郡前衛狩勝高原 
十勝聖聖霊「ト　　招請詔書h。r。．。。．）。′ 

濃霧豊　結託認諾蒜雌、 
道東最大級のスケールを誇るスキー場。 



北海道観光酒巻詩‾旅道夢＼たびと一〇一

札幌国際スキー掲
〒061・2301

北海道札幌市甫区定山渓937先
TEL Ol1－598－4511

FAX　011－598－3356

札幌からも小樽からもラクラクアクセスIゲレンデは最長滑

走距離36kmの、のぴやかな中斜面で構成され、初級者か
ら上級者まで幅広い層が楽しめる。山頂からは小樽の海を
望むことができる。レンタルやスクールも充実。

＄醐c勲掘擾0鵬張
浪点や討鬼一業オーンズ）

〒047－0265

北海道小樽市香春町357

TEL　0134－62－2228

FAX O134－62－3901

札幌駅より車で25分、銭函インターより5分とアクセス抜

群i毎日900－2300まで営業道内最長1（早滑り期間は

除く）毎日無料送迎パス連行i山頂レストラン復活i滑りに

来ない方でも楽しめる空間がオーンズにはあります。楽しい

新しい出会いをオーンスで見つけてくださいi

f龍一SsnOWarea
（フツズスje真鯛的

〒061・2271

北海道札幌南面区藤野473－1
TEL　011－591－8111

FAX Ol1－591－8539

札幌中心部から車で30分という好立地にあるスキー場。急
な斜面も多く滑りごたえがあるので中・上級者も楽しめる。ス
ノーボードも全面滑走可能、キッズランド、リュージュコースも

ある。

サツボ瞳ティネ
〒006・0029

北海道札幌市手稲区手稲稲本町593・3
TEL　011－682－6000

FAX　011－682－8942

札幌市中心部から車で約40分、高速手稲iCからは約7分
と抜群のアクセス。ハイランドソーンは、圧雪車の入れない

ワイルドな名物急斜面「北かペ」コースなど人気iオリンピア

ゾーンは、ファミリーや初心者が安心して滑走できる「白樺
サンシャイン」コースの他、キッズパークも魅力（

きっ摩る
麟んけいスキー轄

〒064－0945

北海道札幌市中央区盤渓410
TEL Ol1－641－0071

FAX Ol1－641－0092

札幌中心部から車で20分、ファミリーから上級者まで13
コースあり。キッズパークはファミリーに人気iファミリー向き

の緩斜面からFiS公認モーグルコースまで13のコースが楽

しめます。スノーキッズパークはゾノ・チューブなど雪遊び場と

してお勧め。ナイターは夜10時まで。手ぶらで気軽に楽しめ

地境療盤鵬スキー糧
〒005－0041

北海道札幌市南区藻岩下1991

TEL　011－581－0914

札幌から事で20分という位置にありながら、初心者から上
級者まで楽しめるハラエディに富んだコースで人気がある。

夜は札幌の夜景を望みながらの滑走もできる。スキーヤーズ
オンリーのスキー場。



北極通穀光臨証旅道夢lたびピーむ）

札幌市内（1カ所）→直行→スキー場回重畳○ 　　　脚。○○報00889g9090 

札幌市内 �手稲スキー場 �匪 �≡i▲＝＝ 000円 �珍ポ �000円 

国際スキー場 � �lIl．” � � 

札幌市内 �ルスツリゾートスキー � �…l●〃 � � 

札幌市内 �ニセコスキー場 （ヒラフ・東山・アンヌプリ） �2 �000円 �3 �000円 

ー　スキー場 �1 �00円 �2 �000円 

マントレースイスキー場 �24 �00円 �3 �000円 

マムスキー場 �32， �000円 �4 �000円 

野スキー場 �32． �00円 �4 �000円 

ホロスキー場 � � � �Il“ 

－ 

新千歳空港（1カ所）→直行→スキー場回国函｝



北扇重達見憶諌薫　旅道夢たびと－む

お寿司
北海道はならではの新鮮な海の幸を、
寿司で食してみませんかつ
ウニやイクラはもちろん、旬の味覚がたっぶり。

すし善本店　　謹書器器西富砦豊2黒講話68

鮨田なべ　　蓋謹干鷲器3嵩烹器詣器2罷業

ふしみ　　　畳語謀議晋謀適期ピルIF困0廿531‾4533

ー金寿司（きんずし） 回札幌市中央区北2集束7丁目　回011－221－2808

回1130－2120　回日曜日

四季はなまる　　　　回札幌市中央区南4条西2丁目2－4M－SQUARE2F　圃年中無休

すすきの店回目～土1100－2300日捌100－2200　回0廿520－0870

かtこ料理護憲護諾慧。。
札幌かに本家

すすきの店

北海道かに将軍
札幌本店

氷雪の円

かに料理　かに亭

札幌かに屋　本店

圃札幌市中央区南6条西4丁目1－3　回011－551－0018

回1130－2300　回年末年始

回札幌市中央区南4条西2丁目14－6　回050－5789－0315

回1130－2230　回年中無休

回札幌市中央区南5条西2丁目　回Ollづ21－3046

回1100－2300　回年中舘休

園札幌市中央区南5条西6丁目多田ピル2F回050－5798－7377

回1700－2300　回年中無休

回札幌市中央区南4条西2丁目11回Ol1－222－1117　回年中無休

四月～金目00－15001700－2230　土日祝1100－2230

えびかに合戦　　　回札幌市中央区南4条西5丁目F－45ビル12F　四〇ll－210－0411

札幌本店回1600－翌000回年末年始



ラ「メン

米窪連環先議震‾旅道夢iたびと一一一．

こ当地ラーメンの元祖とも言える汚し幌ラーメン；。
太めでコシのある麺と熱々で濃厚な味噌スープを
是非、こ賞味下さいi

ら－めんでつや　　回札幌市中央区南7条西12丁目2－19アートMSIF　困0廿563－0005

商7条本店国1100～翌200　回水曜日

すみれ札幌本店　隷書誓嵩の嵩器盤回0日‾8245655

えびそば一幻　　　固札幌市中央区南7条西9丁目102410　回011－513－0098

総本店　　国1100－翌300（スプ切れ終了）困水曜日

自別荘札幌本店認諾荒岸嵩諾7‾12回0日‾812－8882

驚繭ビ三風聞
北海道名物のジンギスカンを味わうビアホール。
工場直送の生ビールで乾杯しようIi

札幌ビール園　　計警器条詳議書紫50‾550

北海道ピール園　計器慧害3謹蒜竺ング9F団050‾5834‾4552

キリンビール園本館　回札幌市中央区南10条西1丁目1－60　回0廿533－3000

中島公園店国1130－2200（平日ランチ1030－1500）圃年中無休

アサヒビール園　　　田札幌市白石区南郷通り4丁目南1－1回0廿863－5251

白石はまなす館　国1130－2130　回年中無休

ジンギスカン蒜護憲讃累方を

だるま本店　　器黒器5詣嵩器黒岩11‾552‾60－3

ふくろう亭　　　器諾器8詩誌2；菩夕嵩：誓書月曜日

ラムハウス・ケケレ　詳莞請書誤認－：ィ岩畳諾2語年中無休

松尾ジンギスカン　　回札幌市中央区南l条西4丁目16－1商館ピルIF　四〇廿219－2989

札幌南一条店　回ランチI100－1500ディナー1700－2330　回年中無休



北帝斎服光信蒸旅道夢たびと－も
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／一／　　　　　棚中央卸前場（掛）北の治郎て 

1 �＝′ ミ事＼ 懸 � � �：葦三三二二 「＿1 遜 �∴ 
∴…〟．‥ 俸窄 � �「．→ 

＝i認認 ‾〇〇〇 ���回 �∴軸泌∵∴　∴一丁一 冊 

北海道の楽しみといえば、何と言っても美味しい食べ物！！
「新鮮な魚介類や農産物を買いたい！安くて美味しい海鮮丼を味わいたい！」

王事約・お問合せは
こちらへご連絡下きい！

関〃要iE暮雪Oi※札幌中央卸売市場（場外）北の漁楊店舗⇒高速⇒新千歳空港 

ライクネット予約センター
TELOll“776－5050
札幌南北区屯田5条7丁目1－60
北海道知事登録　旅行業第3－433号


