Walking Information
3時間自然と歴史の道 / 3 hours Historical walking way with Beautiful Nature
森林公園から出発して、ニセコ駅がゴールです。国定公園の豊かな自然を楽しみながら歩きます。
下り坂が多く、サイクリングロードにも最適です。モイワからビレッジまでは低地では見る事の出来ない
植物やエゾリス・キタキツネとの出会いが、ビレッジからニセコ駅までは曽我の歴史等に触れる事が出来ます。
Let's enjoy the Walking course starts from the Forest park to Niseko Station.
You can enjoy beautiful nature in the National Park. There are many down hills that are also best for Cycling.
You will find alpine plants. If you are really Lucky, you will be able to meet Chipmunks and foxes on your way.
When you are walking along the route from the Niseko Village to Niseko Station, a historical-looking place
attract your attention.
①森林公園 / Forest park

⑥芙蓉橋 / Fuyoubashi Bridge

②東山花の丘 / Higashiyama Flower Hill

⑦ニセコ大橋 / Niseko Ohashi Bridge

③双子のさくらんぼの木 / Cherry Trees

⑧綺羅乃湯（温泉施設） / Kiranoyu

④曽我神社 / Soga Shrine

⑨ニセコ駅 / Niseko Station

⑤東啓園・曽我森林公園 / Soga Forest Park

③Cherry Trees

コース見所 / Course highlight
距離 / Distance

11km (6.8 miles)

所要時間 / Time

3時間30分 / 3hours 30mins

スタートポイントまでの時間 ：

ホテルから歩いて10分

It takes 10mins by walk from our hotel to the starting point "Forest Park"
①森林公園 / Forest park
散策路が巡らされた公園内は豊かな自然と四季折々の花や木を見る
事ができます。
You would see abundant nature and flowers in each seasons on
the natural walking path inside the park.

②東山花の丘 / Higashiyama Flower Hill
雄大な景色が広がるビューポイント。特に夏のひまわり畑は
羊蹄山を背景とした景観も美しく、人気の観光スポットです。
One of the best recommended view point as magnificent View.
This is a popular tourist destination and there are a beautiful view
with Mt.Yotei.

③双子のさくらんぼの木 / Cherry Trees
ニセコを代表する撮影ポイント。羊蹄山を背景に2本並んだ
さくらんぼの木は、写真やパンフレットでも紹介されます。
One of the best photo shooting point which represents Niseko.
The twin cherry trees in front of Mt.Yotei are also introduced
in a lot of photograph and pamphlet.

④曽我神社 / Soga Shrine
明治34年（1901年）に建立。境内にはトドマツやミズナラ、ハリギリ
等樹齢100年以上の大木が立ち開拓時の風景をしのばせます。

It was build in 1901.
In the grounds of the shrine are full of big trees as Sakhalin fir,
Mongolian oak and Kolopanax, some are over 100 years old.

⑥芙蓉橋 / Fuyoubashi Bridge
明治時代から曽我と昆布温泉方面を繋ぐ橋として重要な役割を
果たしてきました。ここから美しいニセコ大橋を見る事が出来ます。
It have been an important part as a bridge linking Soga and
Kombu areas from Meiji era.
You can see the beautiful Niseko Ohashi Bridge from here.
⑦ニセコ大橋 / Nisekoohashi Bridge
1994年完成。橋の上からの眺めや、下の駅から眺めた橋の風景も
良くニセコの名所となっています。
It was built in 1994.
The view from the bridge is beautiful.
It has been a Landmark in Niseko.
⑧綺羅乃湯（温泉施設） / Kiranoyu Onsen
館内には食堂や無料休憩室もあり町民の憩いの場となっています。
There are a restaurant and a free space to rest after taking bath.
It is a place where people can relax and enjoy talking.
料金 Fee : 大人Adult (13years and over) JPY500／小学生 (Child 6～12) JPY250
営業時間 Hours Open : 10:00~21:30 (Closed Wednesday)
レンタルタオルセット Rental Towel Set : 300JPY

⑨ニセコ駅 / Niseko Station

[Goal]
明治37年に「真狩駅」として開業。現在の駅舎は、高原の町に
ふさわしいたたずまいと、スイスの登山駅舎を参考に作られました。
Niseko Station opened as Makkari Station in 1904.
The present station building was built using examples from the
mountain-climbing post -house in Switzerland.

【ホテルまでの交通手段 / Access from Niseko Station to Hotel】
ニセコ駅からタクシーで15分 / 15 mins by Taxi (One way JPY1,500～JPY2,000)
※ニセコ駅にタクシーは常駐しています。もしいない場合は0136-44-2635まで。
※There is the tax stand. When you can not find a taxi, please call +81-136-44-2635.
自然情報 / Nature Information ◆Flower◆
ツルアジサイ / Climbing Hydrangea 6月～7月/June~July

ヤナギラン / Fireweed

7月～8月/July~August

エゾアジサイ / Hydrangea

7月～8月/July~August

ヤマハハコ / pearly everlasting

8月～9月/August~September

エゾノコンギク / Wild Chrysanthemum 8月～9月/August~September

【エゾノコンギク /Wild Chrysanthemum】
ONE NISEKO RESORT TOWERS
〒048-1511 北海道虻田郡ニセコ町字ニセコ455-3
455-3 Niseko, Niseko-cho Abuta-gun, Hokkaido 048-1511, Japan
Tel : 0136-50-2111 / Fax 0136-50-2100
www.oneniseko.com / E-mail : reservation@oneniseko.com

