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NISEKO MOIWA
448 Niseko Aza, Niseko-cho, Abuta-gun, 
Hokkaido, Japan 048-1511

交通のご案内 Access

343
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66

58

♨ ♨

♨
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道の駅
ニセコビュープラザ
Road Station
Niseko View Plaza

チセヌプリ
Mt.Chisenupuri

チセヌプリスキー場
Chisenupuri Ski Ground

五色温泉
Goshiki Hot Spring

ニセコアンヌプリ
Mt.Niseko An'nupuri

ひらふ温泉
Hirafu Hot Spring

230

792

5

至小樽
to Otaru

モイワ山
Mt.Moiwa

MOIWA

ニセコアンヌプリ
国際スキー場
Niseko An'nupuri 
International Ski 
Ground

ニセコグランヒラフ
スキー場
Niseko Grand 
Hirafu Ski Ground

セイコーマート
Seico Mart

JR比羅夫駅
JR Hirafu Station

昆布温泉郷 甘露の森
Kombu Hot Spring

 Kanronomori

ニセコ東山スキー場
Niseko Higashiyama 
Ski Ground

●
●

●

●

●

甘露水
Kanro Water

ミルク工房
Milk Kobo

ニセコ薬師温泉
Niseko Yakushi 
Hot Spring

セブンイレブン
Seven-Eleven

●

ニセコ湯ノ里温泉
Niseko Yunosato 
Hot Spring

JRニセコ駅
JR Niseko Station

尻別川
Shiribetsu River

JR昆布駅
JR Kombu Station

JR函館本線
JR Hakodate Line

ニセコ町役場
Niseko Town 
Office

イワオヌプリ
Mt.Iwaonupuri

車 By Car
●新千歳空港より From Shin-Chitose Airport
国道276号線で約2時間（支笏湖、美笛峠、喜茂別経由）
2 hours on Route 276（Shikotsuko and via Bifuetoge and Kimobetsu）

●札幌より from Sapporo
国内230号線で約2時間（中山峠、真狩経由）
2 hours on Route 230（via Nakayamatoge and Makkari）

小樽経由国道5号線で約2時間30分（稲穂峠、倶知安経由）
2.5 hours on Route 5 through Otaru（via Inahotoge and Kucchan）

ニセコ昆布温泉「甘露の森」
Kombu Hot Spring Kanronomori

徒歩で9分（約700m）
9mins.on foot （Approx.700m）

日帰り入浴可能
Day trip welcomed

営業時間11：00-21：00
Hours：11：00-21：00

tel.0136-58-3800
tel.+81（0）136-58-3800

五色温泉
Goshiki Hot Spring

車で20分（約13.5km）
20mins.by car（Approx.13.5km）

日帰り入浴可能
Day trip welcomed

営業時間8：00-21：00
Hours：8：00-21：00

tel.0136-58-2707
tel.+81（0）136-58-2707

周辺の温泉
のご案内 
Hot Springs in the Area

電車 By train
JR札幌駅よりJRニセコ駅まで約1時間30分（ニセコスキーエクスプレス利用）
1.5 hours from JR Sapporo Station  to JR Niseko Station（by Niseko Ski Express） 

ニセコモイワ
〒048-1511 北海道虻田郡ニセコ町字ニセコ448
営業時間 8：30-16：00　駐車台数 200台　tel.0136-59-2511

NISEKO MOIWA
448 Niseko Aza, Niseko-cho, Abuta-gun, Hokkaido, Japan 048-1511
Business Hours  8：30-16：00　Parking 200 vehicles　tel.+81（0）136-59-2511

室蘭
Muroran

ニセコ
Niseko

小樽
Otaru

札幌
Sapporo

新千歳空港
Shin-Chitose Airport
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「Incredible snow!」…ここを訪れたあるオーストラリア人は、
思わずこう表現しました。世界でも最高峰にランクされる
パウダースノー、そしてニセコエリアの中でも豊富な降雪量…。
小さいながらも北国の豊かさを思いきり満喫できる
MOIWAは、約90年もの間地元の人々に
プライベートゲレンデのように親しまれ、
近年は世界のパウダースノー・フリークを
惹き付けてやみません。
真っ白な世界を泳ぐように雪を蹴散らす、
言葉にならないほどの快感。ニセコに来たら
この究極のパウダースノーを、ぜひ体感してみてください。

「Incredible snow!」─素晴らしい雪！

"Incredible snow!"… An Australian that visited us casually expressed 
his admiration like this.  Our powder snow is ranked as some of 
the best in the world, and we also have some of 
the most abundant snowfall in the Niseko area…
MOIWA may be small, but we are certainly a place where you can 
fully relax and enjoy the splendor of the North. 
MOIWA has been beloved by the locals as a private ski slope 
for around 90 years, and has consistently attracted powder snow lovers 
from all over the world in recent years.
The beauty of the falling snow is reminiscent of swimming in a world 
of pure white, a pleasure that can hardly be expressed in words. 
If you come to Niseko, please visit us and experience 
the ultimate in powder snow.

Incredible snow!

ニセコの中でも歴史あるスキー場として知られるMOIWA。類い稀なパ

ウダースノーと豊富な降雪量、末広がりの素直なゲレンデと、羊蹄山を

正面に望む素晴らしい眺望。1919年（大正8年）、リフトもない時代から

多くのスキーヤーたちがここを愛し、特に雪をよく知る地元の人たちか

らは、特別なスキー場として大切にされてきました。MOIWAの「I」は、そ

んな雪を愛する人たちの「愛」を象徴しています。

真ん中に愛のあるスキー場「MOIWA」。
MOIWA is well known throughout Niseko as a ski resort with historical roots. Our 
exceptional powder snow, abundant snowfall, wide-reaching gentle slopes, and fantastic 
view of Mount Yōtei are also well renowned. Even as early as 1919, a time when there 
weren’t any ski lifts in the area, many skiers have fallen in love with MOIWA, and the 
locals who are particularly knowledgeable about snow have come to treat MOIWA as a 
very special ski resort. The "I" in MOIWA stands for the Japanese word "ai", meaning 
love, in honor of those lovers of fine snow. 

MOIWA, a Ski Resort Made with Love

モイワスキーの歴史は古く、1919年（大正八年）に遡りま
す。その礎を築いたのは、実は北海道大学の学生たち
でした。当時は合宿などが盛んに行なわれ、ニセコモイ
ワそのものが「北大スロープ」と言われていた時代もあり
ました。そんな彼らを熱心に支える人 も々現れ、ニセコモ
イワに寄せられる想いが少しずつ文化となり、「ニセコモ
イワスキーリゾート」として確立されたのは、1966年のこ
と。それから時は流れ、MOIWAは変わることない魅力
を提供しながら、国内外の愛好家たちから親しまれるプ
レミアムスポットとしてますます進化しています。

History of MOIWA

N I S E K O  H O K K A I D O
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割引券DiscountTicket!

N o t h i n g  b u t  p o w d e r  s n o w .
ジャイアントコース 〈非圧雪〉
山頂を降りて右側からはじまる平均斜度24度以上の上級者向け非圧雪ゾー
ン。上部はハードかつタイトで、一気に滑り降りるスリルがあります。

From the mountain peak to the right is an ungroomed zone that has an average 
gradient of 24 degrees and above for the advanced skiers. The upper zone is 
hard and tight, giving skiers a thrilling pleasure as they shoot down the slope.

1. 

Giant Run 〈Ungroomed〉

エキスパートコース 〈期間により非圧雪〉
上級者向け大回転バーンで、各種大会にも使用されるSAJ認定大回転バー
ン。時期や場所によって非圧雪パウダーが楽しめます。

This Ski Association of Japan-recognized giant slalom slope for the advanced 
skiers plays host to variety of competitions. Depending on the period and 
location, skiers may enjoy ungroomed powder snow.

2. 

Expert Run 〈Ungroomed depending on the period〉

林間コース
自然を感じながらのんびり滑る林間コース。早朝には野生の動物たちに出会
う可能性もあり、ネイチャー派におすすめです。

For slow skiers who prefer to wind through the trees and feel the breath of 
nature. Most suitable for nature-lovers as wild animals are known to give their 
greetings in early mornings.

3. 

Forest Run

スカイコース
羊蹄山を望みながら雄大な景色の中を滑る約2,000mの展望コース。冷え込
んだ朝にはダイヤモンドダストが現れ、幻想的な風景も味わえます。

A grand course of 2,000 meters long overlooking Mt. Yotei, skiers are 
embraced by a magnificent landscape, and may even be treated with the vision 
of diamond dusts on a cold morning.

4. 

Sky Slope

白樺コース 〈非圧雪〉
白樺の木々の間を滑走する人気のパウダーコース。午後でも好コンディション
が続くため、パウダースノーが思う存分楽しめます。

A popular slope of powder snow through the forest of white birches. The slope 
condition remains above average even in the afternoon, with plenty of powder 
snow.

5. 

Shirakaba Slope 〈Ungroomed〉

A フード付クワッドリフト

運行時間 Hours　9：00-15：30
全長 Long：1,574m  4人乗り Seats four

Quad Lift with Hood

イワオヌプリ
Mt.Iwaonupuri

モイワ山
Mt.Moiwa

ニセコアンヌプリ
Mt.Niseko An'nupuri

G6：モイワ山頂ゲート
Gate 6

山麓センターロッジ
Sanroku Center Lodge

甘露の森
Kanronomori

上級者
Advanced

中級者
Intermediate

初心者
Novice

B ペアーリフト

運行時間 Hours　8：30-16：00
全長Long：919m 2人乗りSeats two

Two-Seat Lift

メインバーン
ワイドな一枚のバーンで、各種大会が行なわれるため様々な表情を楽しめる
コース。山麓センターロッジから一望できるコースです。

This wide and sublime slope has many faces to accommodate the array of 
events and competitions it plays host to. The entire slope can be seen from the 
Sanroku Center Lodge.

6. 

Main Burn

※バックカントリーも楽しめます。Venture into backcountry areas for more fun.

1日券

4時間券

12回券

1回券※1

シーズン券

こども1日券

大人：￥3,800

大人：￥2,800

大人：￥3,500

大人：￥400

大人：￥38,000/中学生：￥35,000/小学生：￥30,000

子供：￥2,600

子供：￥2,200

子供：￥2,500

子供：￥250

1 day Ticket

4 hours Ticket

12 Times Ticket

1 Time Ticket

Season Ticket

KIDS Ticket

Adult 

Adult 

Adult 

Adult 

Adult　　　　　　　　  U-15　　　　　　　　　　U-12

U-15

U-15

U-15

U-15

リフト券料金 Lift Ticket Prices

割 引 券   Discount Ticket

レストハウス Rest House

レストラン Restaurant

200席　営業時間10：00-15：00　200 seats / Business Hour 10:00-15:00

山麓センターロッジ 
Sanroku Center Lodge

チケットセンター、更衣室、レストラン、
救護施設がございます。レンタルや
各種イベントの受付もこちらで。
無線LAN利用可能。
Available facilities：Ticket center, 
changing room, restaurant, and first-aid 
station, Visit the reception desk for 
equipment rentals and event registrations. 
Wireless LAN available.

※一度購入されたリフト券はいかなる理由（紛失・盗難等）でも払い戻しはいたしません。
※Lift tickets are non-refundable under any circumstannce  (incluing of lose or theft)

※子供料金は、小・中学生対象です。未就学児は無料です。
U-15 prices are applicable only to elementary and junior high school students. 
Children not old enough to attend elementary school are admitted free of charge.

この割引券を切り取りの上、スキー場リフト券売り場へお持ちください。
Remove this ticket from the leaflet and present it at the lift ticket center.

朝のまっさらなパウダースノーに最初のシュプールを描く喜びを、
プライベートゲレンデ感覚でお楽しみいただけます。
●12月後半から、土•日•祝日限定  AM7:30～／先着30名様限定
Enjoy the ultimate powder snow early in the morning
You can enjoy the best powder snow in the morning, and experience the joy 
of the first spurs in what feels like a private ski slope. 
● From the latter half of December, limited to Sat, Sun and public holidays.
　 From 7:30 a.m. Limited to the first 30 customers.

ダミーコピー割引券を切り取りの上、スキー場リフト券売り場へお持ちください。
Remove this ticket from the leaflet and present it at the lift ticket center.

1.ファットスキー3点セット 
　  Fat Ski Set

2.カービングスキー3点セット 
　  Carving Ski Set

3.ジュニアスキー3点セット 
　  Junior Ski Set

From ¥4,000
　

From ¥3,500
　

From ¥2,000

パウダーを快適にすべるためのカービングスキー、ファットスキーをご用意。
板・ブーツ・ポール・ウェアーのみのレンタルもございます。
We have a wide selection of carving skis and fat skis to help you glide over 
the powder snow. Customers may rent skis, boots, poles, or skiwear separately.

レンタル Equipment Rental

レンタル内容 Item

3点とは板、ブーツ、ポールです。 All sets include skis, boots, and poles.
営業時間8：30-15：00  Business Hours 8：30-15：00

1日券  1day Ticket 4時間券  4hours Ticket

大人

子供 小中学生

Adult

U-15

￥4,200 → ￥3,800

¥2,600 → ￥2,200

大人

子供 小中学生

Adult

U-15

￥2,800 → ￥2,500

¥2,200 → ￥1,900

◎ 朝一番乗りで極上パウダースノーを味わう

FIRST POW   ファースト・パウ

お子様お1人なら1日券が無料＊。2人目以降は1人500円で
ご利用いただける、お子様連れにうれしいお得な料金設定です。
●中学校以下のお子様が対象となります。
＊大人お1人様が1日券もしくは4時間券をご購入頂いた場合

Give your children the exciting experience of powder snow!
One child accompanied by one adult will receive a one-day pass for free.＊ We offer a great value set charge 
of 500 yen for a one-day pass for additional children or children unaccompanied by an adult.
●The term “child” applies to middle-school-aged or younger.
＊This applies when one adult purchases either a 1-day pass, 4-hour pass, or a 12-visit pass. 

◎ 子供たちにパウダースノーの感動体験を！

KIDS' RUN！  キッズ・ラン！

スキーやスノーボード競技の練習のために、エキスパートコースや
メインバーンを丁寧に整備して、ご提供しております。
ポールやタイムレコーダーなどもご用意しておりますので、
詳しくはお電話でお問い合わせください。※キッズ・ラン！は、レーシング合宿券には対応しておりません。

MOIWA is a supporter of competitive skiing and snowboarding.
We provide an expert course and main burn for competitive skiing and snowboarding practice. 
We also provide poles, time recorders, etc. Please feel free to call us for more details.
KID'S RUN! doesn't Correspond to the racing training camp ticket.

MOIWAは、競技スキー＆
スノーボードを応援しています。

MOIWAは、アンヌプリスキー場をはじめ、
近隣の宿泊施設や地元農家の方たちと協力して
もっと愛されるニセコ町づくりをめざす楽しい
プロジェクトを推進しています！！
詳しい内容はHP「ニセコ現地情報」にて公開中
Please confirm our homepage.

▶ www.niseko-moiwa.jp

愛されるニセコ町プロジェクト、推進中！
We contribute to the development of NISEKO TOWN.

リフト割引券つき
アンケート実施中！！

ダミーコピー割引券を切り取りの上、スキー場リフト券売り場へお持ちください。
Remove this ticket from the leaflet and present it at the lift ticket center.

◎ 中学生以下、無料キャンペーン

0000000

♨

ホームページからアンケート用紙をダウ
ンロードして必要事項を記入し、リフト券
購入の際、スタッフにお渡しください。
http://www.niseko-moiwa.jp

Website Survey with a Lift Discount Ticket!!

「山麓センターロッジ」で実施しているア
ンケートにご協力いただいた方には、お
いしいホットドリンクをプレゼント！（リフト
券割引券付きアンケートは、WEBからダ
ウンロードした用紙のみとなります。）

Please download the survey form from our 
website, fill in the fields, and hand it to 
a staff member when purchasing lift tickets.

We will provide a free, delicious hot drink 
for those customers who participate 
in the survey conducted at Sanroku Center 
Lodge! （The lift discount coupon survey 
only applies to the survey downloaded 
from the website.）

朝のまっさらなパウダースノーに最初のシュプールを描く喜びを、
プライベートゲレンデ感覚でお楽しみいただけます。
￥3,500 ●12月後半から、土•日•祝日限定  
AM7:30～11：30（開始時間から4時間有効）／先着30名様限定
Enjoy the ultimate powder snow early in the morning
You can enjoy the best powder snow in the morning, and experience the joy 
of the first spurs in what feels like a private ski slope. 
● From the latter half of December, limited to Sat, Sun and public holidays.
　 7：30 a.m. - 11：30 a.m.（Valid for 4 consecutive hours）Limited to the first 30 customers

◎ 朝一番乗りで極上パウダースノーを味わう

FIRST POW   ファースト・パウ

大人1名様の12回券、4時間券、1日券のご購入につき、
中学生以下のお子様の1日券1名様無料。
また、中学生以下のお子様の1日券は、お得なワンコイン500円。
※キッズ・ラン！は、レーシング合宿券には対応しておりません。

◎ 子供たちにパウダースノーの感動体験を！

KID'S RUN！  キッズ・ラン！

KIDS¥500

Hot Drink

WEBにて

Give your children the exciting experience of powder snow!
One child accompanied by one adult will receive a one-day pass for free.＊ We offer a great value set charge 
of 500 yen for a one-day pass for additional children or children unaccompanied by an adult.
●The term “child” applies to middle-school-aged or younger.
＊This applies when one adult purchases either a 1-day pass, 4-hour pass, or a 12-visit pass. 
KID'S RUN! doesn't Correspond to the racing training camp ticket.

シルバー券※2

Silver Ticket

¥2,500※2：60歳以上 

60years and Older

60歳以上の方は1日券￥2,500。
確認のため身分証をご提示ください。
For 60 year old or more customer, 1 day ticket 
is ¥2,500. Please present the warrant card 
that can be the age confirmation.
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