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ニセコ
パウダー ・ライフスタイル 
暖気に包まれたラグジュアリーな一室で目覚める朝
外では静かに粉雪が舞い落ちる
玄関アプローチに積もった綿菓子のように軽い雪をかき除く
足跡のついていない真っ白な雪道を走る除雪機
疲れた身体を露天風呂でほぐす至福のひと時
暖炉の炎を前に友人とグラスを交わす
お気に入りの居酒屋での宴

これがニセコ・パウダーライフスタイルです。
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パウダー
ライフスタイル・マガジン

思い出箱。『真のニセコ・パウダーライフスタイルを
箱いっぱいに詰めて人々に届けたい』。  
それがパウダーライフの思いです。

ニセコ・パウダーライフスタイルとはスキーやスノー
ボードだけではありません。食、文化や素晴らしい宿
泊施設、冬以外の季節や雄大で美しい北海道を楽し
むこと。ニセコでの暮らし／休日を創り出すもの全て
です。パウダーライフはガイドブックとしての用途だ
けではなく、“思い出箱”のようにそれぞれが家へ持
ち帰り、家族や友人とその思い出を共有することも
できるのです。
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読み終えても
ずっと持っていたい雑誌 

リビングルームでゆったりとした時間を過ごすために
パウダーライフがお届けするのは...

 •  高品質な無線綴じ冊子
 •  ツヤのある厚手コート紙を使用した表紙まわり
 •  柔らかでマット調に仕上げた紙を使用した誌面
 •  贅沢な広告レイアウト
 •  数々の目を引く写真
 •  プロの書き手による記事

www.powderlife.com


www.powderlife.com

 powderlife niseko - 80 - volume 6 2013

backcountry safety
Seriously, take care out there

Niseko is certaiNly a pioNeer iN JapaN wheN it comes 
to opening up backcountry to allow more freedom to ski and 
ride off-piste. To a certain extent, Niseko matches many other 
forward-thinking, liberal resorts around the world, allowing 
more mountain access than many international resorts.

Niseko follows the lead of several European and North 
American resorts – like Jackson Hole, Squaw Valley and 
Chamonix – by allowing backcountry access through specific 
gated points on the ski area boundary with careful management 
and a 'ski-at-your-own-risk policy'. The gate system means 
those exploring ‘out the back’ can do so with the knowledge 
experienced local ski patrollers have checked the mountain and 
weather conditions and consider it 'safe' (with due caution).

The person who was pivotal in the instigation and 
implementation of the backcountry gate system and the Niseko 
Rules is local legend Akio Shinya (pictured right). For 20 years, 
Shinya-san has been assessing avalanche conditions in Niseko. 
Without him, Niseko may not have such a liberal backcountry 
policy, and there would be much less terrain to ride.

If you do venture into the Niseko backcountry, you may well 
meet Shinya-san at one of the entry gates. He’ll advise you in 
Japanese or English on the day’s problematic or dangerous areas, 
and may even suggest where the best of Niseko’s world-famous 
powder could be found.

Daily Avalanche Report
http://niseko.nadare.info

We've collected tips from local experts to help keep 
you safe in Niseko's backcountry. Just remember, 
all the equipment and knowledge in the world are 
no substitute for due caution and common sense. 

1. Obey the Niseko Rules 
Listed on the course map (p73). Read them and heed them.
2. Check weather and avalanche reports
Know what weather to expect and the avalanche report.
3. Listen to and obey ski patrollers.
They know what they're talking about and are there to 
ensure everyone on the mountain stays safe.
4. Have essential equipment
Make sure everyone has a working beacon, probe and 
shovel... and knows how to use them. 
5. Plan your trip
Learn the area and let someone know when you'll be back.

6. Don't enter closed gates
If the gates are closed, they're closed for good reason. 
7. No go zones
Locals don't even think about skiing these, don't think you can.
8. Don't duck ropes
They are the boundary between safe and potentially unsafe.
9. Hire a guide
If you're inexperienced, hire a reputable guide. They will also 
put you into much more powder than you'll find by yourself!
10. Explore the backcountry with reliable people
The least experienced person should still know backcountry 
safety theory and what to do in case of emergency.

pic niseko photography

mountain guide backcountry safety
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By | Kristian Lund

When I IntervIeWed YuIchI 
Kamimura for this article in November 
2012 – via mobile phone shortly after he 
had landed in Shanghai for a 'research 
trip' – it was six months since world-
renowned Michelin Guides awarded his 
Niseko restaurant a coveted star in April. 
However it wasn't until December that 
he served a Niseko patron as a Michelin-
starred chef. "The winter was over and 
I had closed for the summer while my 
new restaurant was being built – I was 
so surprised. I still haven't served anyone 
since then!"

When he did serve the first course in 
his famous degustation style, it was in 
his new restaurant inside the recently 
completed Shiki building in the centre 
of Hirafu. "Seven years ago I opened a 
12-seat restaurant in Sapporo. Then five 
years ago I moved to Niseko with 40 
seats. My new restaurant in Shiki has a 
bigger kitchen and 50 seats and it's in a 
better location."

Kamimura-san is the protégé of 
Tetsuya Wakada, a three-star Michelin 
chef heading the kitchen of one of 
Australia's best restaurants, Tetsuya's.

In April, the renowned Michelin 
Guides launched a Hokkaido edition for 
the first time – a welcome recognition of 
the quality of Hokkaido food. Hokkaido 
is known as the 'food bowl of Japan' and 
Kamimura hopes Michelin's recognition 
will help elevate the region's status as a 
food destination. "It's a huge chance 
to get exposure for Niseko as a food 
destination. I hope it’s going to bring 
more people to Niseko, and I think it’s a 
great thing for Hokkaido." 

Kamimura is open all winter and all of 
next summer in 2013.

kamimura 
Niseko's new Michelin star

STAR CLASS... the man himself, Kamimura-san, left. And a selection of his 
colourful and creative Michelin-star-quality dishes. Food pics Glen Claydon.

groomers eat + drink

パウダーライフ
広告掲載

パウダーライフに広告を掲載することはビジネスゴー
ルへの近道ではありません。しかし、マーケティング戦
略を立案する上で必要不可欠なものとなるでしょう。

“印刷広告はブランド力の強化に優れている”
- 詳しくはフォーブス・マガジンをご覧ください。

“印刷メディアは人々の感情的反応を引き起こし、よ
り力強い印象を与える… ブランディング確立、広告
による効果の引き寄せは重要である”
- 詳しくはDMN3マーケティングをご覧ください。

www.powderlife.com
http://www.forbes.com/sites/thesba/2012/06/28/print-is-dead-not-so-fast/
http://www.dmn3.com/dmn3-blog/print-advertising-can-it-be-more-effective-than-online-advertising
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パウダーライフ
品質＝価値

メディア研究をするガイ・コンスタディン氏（Periodi-
cal Publishers Association UKで“雑誌の広告効果”
を発表）はこう述べています: 

“高品質かつ信頼できる内容を一貫した印刷出版物
は読者との信頼関係築く”

“企業は有利な点として、広告がもたらす信頼性『ヘ
イロー効果（後光効果）』を利用している”

“印刷出版物の場合、誌面の内容や質によって読者
が信頼感をもつ。その信頼は広告にも適用し、製品
やサービスの購入へ繋がる”
- 詳しくはGuy Consterdine Associatesをご覧ください。

私たちパウダーライフは、
ニセコにおいて確かで信
頼できる独自の出版社とし
て6年以上もの間、誌面作
りに力を注いできました。

その結果、苦労して手に
入れた読者からの信頼が
誌面、広告主様に大きな
価値を生み出しました。

www.powderlife.com
http://www.consterdine.com/report.asp?articleid=42
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発行部数
配布先
 • ニセコ − 15,000部
 • 香港・シンガポール− 5000部
 • 推定読者数5万~10万人

私たちは90パーセントの外国人観光客がニセコ滞
在中にパウダーライフを手に取ると見込んでいます。

この予測は冬季観光客へのアンケートとニセコにお
ける広範囲の配布戦略に基づいています。

パウダーライフマガジンは多くの旅行客がニセコに
到着した時に最初に見る雑誌です。以下の宿泊施設
の全室に配布されています。

北海道トラックス、ニ セコアルパインデベロプメン
ツ、ニセコマネージメントサービス、ニセコカンパニ
ー、ホリデーニセコ、ニセコパウダーホリデーズ、ア
ンヌプリ、その他スカイバス車内

宿泊施設でパウダーライフを受け取る事ができな
かった場合、ニセコエリア内の店頭、カフェ、レストラ
ン、バーでも雑誌を受け取れます。また、明るい青色
が目印のマガジンスタンド３０個をリゾート内に設
置してます。
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配布先 
香港・シンガポール

昨年パウダーライフは5000部の雑誌をニセコへの旅行
を促進できる香港とシンガポールの以下の場所へ配布
しました。（両国の配布先と部数は以下をご覧ください）

＜香港4000部＞
• 香港国際空港・キャセイパシフィック航空ラウンジ
• 多数の大手宅地開発業者
• スキー関連の旅行会社、小売店、組合
• 人口スキー場、アイススケート場
• 一流クラブハウス、カントリークラブ
• 有名サロン、スパ

＜シンガポール1000部＞
• スノーシティー人口スキー場
•  アークテリクス・コンセプト・ストア／キャンパーズ・コーナー・
アウトドア・アウトフィッター ズ（国内で唯一のスキーショップ）
• 日本政府観光局（JNTO）シンガポール事務所
• 日本旅行シンガポール
• ２月に行われるNATAS Travel Fair（シンガポール
旅行業協会（NATAS）主催の旅行フェアー）

パウダーライフは、読者・広告主様にご満足いただ
けますよう今後も配布先拡大に努めて参ります。
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広告料金とサイズ

紙面広告料金

 •  フルページ  ¥400,000
 •  ハーフページ  ¥200,000
 •  1/4ページ  ¥100,000
 •  ビジネスディレクトリ（商工名鑑）¥25,000

*上記料金に５％の税金を加算いたします。広告位置によっては別途

料金が発生する場合もございます。

iPadデジタル広告料金

 • フルページ ¥40,000
 • ハーフページ ¥20,000
 • 1/4ページ  ¥10,000
 • ビジネスディレクトリ（商工名鑑）¥2,500

昨年7月31日までにアップル製品所有者かつ海外の
主要読者（アメリカ、中国、オーストラリア、イギリス、
カナダ、香港）が5183部ものパウダーライフマガジ
ンをダウンロードしました。

デジタル雑誌に広告を掲載する際には、会社ロゴ、ウ
ェブアドレスが直接リンクするようご配慮いたします。
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It dIdn’t take long for the hong kong-
based owners of Kasetsu to decide they wanted 
to build a house in Niseko. “We started looking 
for land on the second day of our first visit,” 
they said. “Now each time we return to Kasetsu, 
we feel like we're home in a way that is similar 
to being in our home in Hong Kong.”

The family now comes to Niseko several times 
a year to relax, enjoy the natural environment 
in both summer and winter, escape the heat 
and hustle and bustle of Hong Kong, and to 
enjoy the local cuisine. “And most importantly, 
creating wonderful and new family memories 
for our kids, each and every time we visit.”

The home's name itself ties Niseko in with 
the family. The children’s names all share a 
common Chinese character 佳 (ka), which 
means ‘excellent’. The second character 雪 
(setsu, or yuki) is ‘snow’. The Japanese kanji 
character combination of these two characters 
therefore has the meaning ‘excellent snow’.

The local dining options are a big part of 
Niseko’s appeal for the family, along with the 
incredible variety of family activities available 
year round. “The Niseko area is like an onion 
– we're constantly discovering new layers. We 
love exploring the outdoors with our kids, 
whether in ski boots, hiking boots or sandals. 
Also, enjoying the fabulous culinary offerings 
at local restaurants or just cooking at home the 
amazingly fresh and delicious local produce.”

Having spent time in ski resorts like 
Whistler, Breckenridge and Squaw Valley, the 
family knew what they wanted. “We sought 
to maintain the comfort and function of a 
traditional alpine lodge, while infusing the 
design with modern themes and Japanese 
elements. Our overriding design objective was to 
make Kasetsu warm, cosy and family-friendly.”

PhotograPhy Kotaka

Kasetsu

ConCePt desIgner 
West Canada Homes

arChIteCt
Endo Atelier

BuIlder
Ishizuka Kensetsu

ProjeCt manager
West Canada Homes

贅沢なひと時を
特集記事

*レイアウトの一例。写真と異なる場合もあります。
宿泊施設の紹介ページとなりますのでセールス物件は受け付けてお
りません。その旨ご了承ください。スペースの限りにより今年度に掲載
できない場合もありますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
広告料に関しましては、他の広告とのスペースの兼ね合いにより交渉
可能な場合もございます。

今年は特集記事として豪華な宿泊施設を紹介します。

ニセコの特集記事となると雄大な自然の美しさやウ
ィンタースポーツに偏りがちですが、このページはあ
くまでもニセコに建つ美しい豪華宿泊施設、施設で
のラグジュアリーステイについてです。記事の内容に
関しましては、広告主様がご満足いただけますよう
パウダーライフがご協力いたします。記事内に会社
ロゴ、ご予約情報も掲載いたします。

シングルページ　¥400,000 +税金
見開き（全2ページ）　¥800,000 +税金
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お問い合わせ

Eメール： kris@powderlife.com

広告掲載お申し込み期限：9月10日（火）
広告デザインの期日：9月30日（月）
お支払い期日：10月30日（水）

デザインの仕様につきましては
www.powderlife.com/designにてご覧になれます。

www.powderlife.com
http://www.powderlife.com/design

