トレッキング / Trekking

Activity Information ～ Trekking ～

ニセコの代表的なハイキングコース、幻想的な景観の高層湿原 『神仙沼』 をご案内致します。木道が整備された歩きやすいコースで、
体力に自信のない方でもお気軽にご参加頂けます。ニセコの深緑を体いっぱいに感じることができる、アクティビティの王道です。
羊蹄山登山など、この他にもニーズに合わせて様々なコースをご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
Shinsen Lake and it's marshland area is Niseko's most famous hiking area with well established trails making an easy walk for all.
Also we offer various hiking and Trekking tours with the Niseko Mountain range whatever suit your need.
Enjoy your tour with friendly, professional, knowledgable, local staff.

神仙沼コース / Lake Shinsen Course

催行期間 / Season
所要時間 / Duration
開始時間 / Start Time

集合場所 / Meeting point
対象年齢/ Min.Age
催行最少人数 / Min. No
料金 / Price
持ち物 / Things to Bring

5月中旬 ～ 10月下旬 / Mid May to Late October
約3時間 / 3 hours (移動時間含 / Included transfer)
① 9：30 ～ ② 13：30 ～
同意書の記入などがございますので15分程前にお越し下さい。/ Meeting time is 15mins before the start time.
NOASCアドベンチャーベース / NOASC Adventure Base
小学生以上 / 6yrs+
1名 / 1person
大人(中学生以上）/ Adult (13yrs+) ： ¥3,500/人 (5名以上のグループの場合 1人あたり/ Person for group of over 5people)
小学生 / Child (Ages 5-12) ： ￥2,500 (5名以上のグループの場合1人あたり/Person for group of over 5people)

汚れても良い履きなれた靴、雨具等の上着、飲み物
Confortable shoes which you don'n mind to get dirty, Hiking Jacket, Drink
備考 / Remarks
雨天中止 / To be cancelled in case of rain
キャンセル料 / Cancellation前日50％、当日100％ / Previous day 50%, Scheduled day 100%

その他コース〜尾根歩きツアー / Other course ～Ridge Tour

催行期間 / Season
所要時間 / Duration
開始時間 / Start Time
集合場所 / Meeting point
対象年齢/ Min.Age
催行最少人数 / Min. No
料金 / Price
持ち物 / Things to Bring

6月中旬 ～ 10月中旬 / Mid June to Mid October
6 時間/ 6 hours
① 8：00 〜
NOASCアドベンチャーベース / NOASC Adventure Base
中学生以上 / 13yrs+
1名 / 1person
大人(中学生以上）/ Adult (13yrs+) ： ¥6,400

汚れても良い履きなれた靴、雨具等の上着、昼食、スナック、飲み物
Confortable shoes which you don'n mind to get dirty, Hiking Jacket, Lunch, Snack, Drink
備考 / Remarks
雨天中止 / To be cancelled in case of rain
キャンセル料 / Cancellation前日50％、当日100％ / Previous day 50%, Scheduled day 100%
アクセス / Access 【NOASCアドベンチャーベース/ NOASC Adventure Base】
当ホテルより車で20分 / 20mins by car from the hotel ※マップコード（Map code） / 398 447 505

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
oneniseko.com / E-mail : reservation@oneniseko.com

