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パウダーライフ＆サマーライフはニセコ・ライフスタイルのエッセンスを詰め込んでいます。
一年を通じて – 食、文化、風景、アウトドアを楽しむ 。

ニセコ、香港、シンガポールにて2万部 冬期のニセコで1万部



10周年記念版です！

今年の冬、パウダーライフ・チームが発行するのは：

2007年以降、パウダーライフは多くの方々に助けられご支持をいただき、今日に至り

ました。急速に発展するニセコを観光客に伝える役割をパウダーライフが担ったこと、

大変光栄に思います。

 

広告主様、寄稿者、企業、個人でパウダーライフを支持してくださった多くの皆様に感

謝申し上げます。皆様のお陰でパウダーライフはニセコではなくてはならない出版物

として大きく成長しました。加えて、パウダーライフ、サマーライフを多くのお客様に広

めてくださった宿泊施設、企業の皆様には特に感謝しております。

 

皆様のご支援なくして、今日のパウダーライフはありません。

 

2027年に迎える20周年でも皆様に感謝を申し上げている事を確信しております。



今シーズンのパウダーライフはどう変わるのか？

パウダーライフの雑誌作りの時期がやってきました。私たちの制作チー

ムは世界の主な観光地へと足を運び、旅行メディア業界でのトレンド

情報を積極的に収集しています。その結果、私たちは「今までに類を見

ない雑誌」 としてパウダーライフを皆様のお手元へお届けできます。

今年は新しい材質に印刷することにより、軽さと持ち運びのし易さを実

現します。厳選した国内外で活躍する写真家の作品が並ぶ誌面は素晴

らしい雑誌として出来上がるでしょう。

 

また、物語を伝える上での視点を変えるのみではなく、文章構成・流れ

を全体的に見直し、文章を詳細にし、読者がより読みやすい誌面を目指

しています。

 新しいレイアウト、見事な印刷、洗練された仕上がり、心をゆさぶる写

真 だけではありません。パウダーライフは雑誌の品質だけではなく、「

何をどうみせるか」に焦点を置き、制作しています。世界で最も刺激的

なスキーリゾートであるニセコにおいて、パウダーライフは大きな宣

伝効果・集客効果を見いだせるツールです。

 

パウダーライフが今まで以上に素晴らしい雑誌になるように、チーム

一同努めてまいります。



パウダーライフ・編集長のクリスチャン・ランドは、新聞記者を経て、メディア・アドバイザー、マーケティング・コン

サルタントを務めました。 また、幼少期と十代を日本で過ごしたため、日本文化に深い親しみ・理解があります。

プロフェッショナルが集まる制作チーム

共同編集者のアーロン・ジェイミーソンは国際的に活躍する写真家、著者、冒険家であり、ニセコ

の興味深い記事作りに手腕を発揮します。

新しく迎えたアートディレクターのジャシンタ・ソーニャはシンガポール出身です。彼女の雑誌編集・書籍

出版者としての経験は洗練性をパウダーライフにもたらすでしょう。



独立性と透明性

パウダーライフは独立した地域雑誌としてニセコに根を張り続けてきました。

私たちは弊社が関わる他の事業広告で誌面のページを埋め尽くし、弊社の利

益を目的とする事業内容を掲載することはありません。

 

およそ150ページある誌面の中、1ページを弊社の宿泊施設予約サイト

（Powderlife.com）の広告掲載に使用します。パウダーライフはニセコの地

域に密着し、地域活性化のために雑誌作りをしています。そのため、弊社の事

業広告は1ページのみとさせていただくことをご理解お願い申し上げます。

 ニセコの地元企業の皆様には、プレミアムスポットを含む裏表紙、表2（表紙

の裏）、表3（裏表紙の裏）、裏表紙、最初の30ページを広告掲載の場所として

提供します。

 

皆様が地域全体を観光客へ公正にPRできるようにパウダーライフは務めさ

せていただきます。

 

編集長のクリス・ランドは大学でジャーナリズムを専攻しました。パウダーラ

イフ誌面における全ての内容にジャーナリストとしての完全性を追求しま

す。 誌面上の公正・公平な記事、企業広告の公正かつ自由性は、消費者と広

告主様、私たちの間に強い信頼関係を築く事ができると考えています。
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パウダーライフの夏シーズンの雑誌として誕生したサマーライフですが、次号からパウダ

ーライフと同様の品質を持つプレミアム雑誌として発行します。サマーライフの制作チー

ムもパウダーライフ・チームと同じく膨大な時間を費やし、雑誌制作に取り組んでいます。

 

サマーライフは、ニセコのオフシーズンである「夏」に焦点を置き、世界中から観光客が集

まる冬のニセコにはない魅力を伝えています。北海道には夏こそ楽しめる様々なアクティ

ビティー、雄大な景色、食・文化があります。知られざるニセコの夏を伝えることにより、一

年中楽しめる観光リゾートしてニセコが成長すると考えています。

Summerlife Second Edition

Local photographers encapsulate the essence 
of the four-seasons Niseko experience.

 a thousand words

deep summer | photography

 summerlife niseko - 40 - volume 9 2016 #powderlife #powderlife summerlife niseko - 41 - volume 9 2016



今年、パウダーライフは不動産にハイライトを当てた32ページに渡る特集記事を

掲載します。通常のパウダーライフの内容と区別するためにも、不動産に関する特

集記事は誌面の異なる位置に掲載します。

ニセコの不動産事情は国内外でも注目されています。不動産に関する特集記事を

掲載することにより、ニセコの不動産に関心を持つ読者にとって大きな情報源とな

ります。また、内容によって掲載配置を区分することにより、記事と広告をバランス

よく掲載することができ、読者がより読みやすい雑誌作りへと繋がります。

特集記事には不動産の景観設計、建築デザイン、ライフスタイルに関する記事と並

んで、広告主のプロジェクトや事業のPRをします。

建築、不動産情報
niseko | winter 2017
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貴社の物語を語るための不動産広告をパウダーライフは一緒に創り上げます。

 

記事の形式は以下の通りです：

• 過去から現在までに関わったプロジェクト、または新しく始めるプロジェクトに関する2ペ

ージ、または4ページの特集記事

• ニセコの不動産市場、将来に関する貴社の考え

• 貴社の専門知識に基づいた上での不動産建設・売買に関する技術的な記事

• 企業プロフィール、またはポートフォリオ（建築デザインの作品集）

• 企業創設者、社長、建築家（いずれか）とのインタビュー

ALPINE SOPHISTICATION 
MONT-BLANC BASE CAMP

INTERVIEW WITH ARCHITECT 
KENGO KUMA

RE: How important is ritual to your architecture?

Kengo Kuma: For me, the visual effect is only [a small] 

part of the design. The smell, the textures, the effect of 

light and the acoustics can create the kind of experience 

that is totality.

RE: And do you think twenty-first century architects 

sometimes forget the importance of those more 

sensual experiences?

Kengo Kuma: In terms of sensuality, people [now] find 

new architecture through media: through books, through 

drawings, only through the visual images. In the twenty-

first century they forgot that totality of experience. I want to 

recover that totality in architectural design.

RE: And what is that totality?

Kengo Kuma: Totality of architectural design includes 

textures, the soft and hardness of the material, the smell 

of the material and the acoustic effect of the material. That 

kind of totality of everything.

RE: How does your practice try and achieve that?

Kengo Kuma: We always bring the material ourselves to 

the studio. Of course we use computers for design, but we 

always have the material itself in the studio. The conversation 

about the material can give many hints to our design. RE

Kengo Kuma‘s response saw the the straightforward structure topped 

with an oversized roof which gradually folds down on one corner. the 

larger size in both width and length mimics the inclination of the land 

and naturally stops snow from collecting. in addition, the façade of the 

building is composed of thick and unskinned panels of oak wood.

Les Houches is a small village situated in the French Alpes, close to one 

of its most important peaks, the Mont-Blanc. The aim was to integrate 

as naturally as possible the project into the extraordinary mountainous 

landscape. The project hosts Blue Ice company which designs and 

manufactures products for climbing and mountaineering as well as a 

business incubator. It constitutes thus a micro hub of excellence in 

creating mountain equipment.

DEVELOPMENT DEVELOPMENT

Set amidst the snow-capped peaks of Mont-

Blanc in France, Kengo Kuma has designed 

the headquarters for outdoor products 

specialist blue ice. playing with different 

textures of timber, the envelope and roof 

introduces both refined and raw wooden 

planks, reflecting nature and allowing the 

architecture to subtly dissolve into the 

surrounding forested environment.

Architects

Kengo Kuma & Associates

Location

336 Route du Nant Jorland, 
74310 Les Houches, France

Photos 

© Kengo Kuma & Associates

Area

2500 sqm

Mechanical and Concrete 
Structure Engineer 

EGIS Grand ESTWood
Photo: © Kengo Kuma

LOCATION
MONT BLANC, FRANCE

FOR SALE

Enquiries

Hokkaido Tracks Development
www.hokkaidotracks.com

Internally, there is one spacious room at the building’s core, lit naturally 

from the numerous skylights on the ceiling. the circulation is organized 

towards the side of the building, with the office spaces arranged on a 

mezzanine level bringing the workers closer to the views of the land-

scape through the skylights.

The large atrium creates a link between the north and main entrance 

with the views towards the mountains on the South. A maximum of mod-

ularity is foreseen for all the working areas and a double height space 

ensures maximum views to the exterior while giving the users bright and 

generous working spaces. RE

T: +81 (0) 136 21 6960
E: sales@hokkaidotracks.com

01. Exterior view
02. Office
03. Main Entrance

01

02

03

 

上記に主な形式を記しましたが、貴社のニーズやご意見に合わせた形式やデザインを基にした記事作りも可能ですので、お気軽にお申し付けください。

 この特集記事は、企業にとって標的市場を定めた総合的なマーケティング戦法です。広告費用に関しては、通常の広告と同様とさせていただきます。

建築、不動産情報
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ウダーライフの新パートナーとなったWhat’s On Nisekoのみがパウダーライフと同様の配布状況を持つ 

ニセコプロモーションボードが発行するワイン＆ダイニングガイドのみがパウダーライフの配布状況を上回る

パウダーライフはiTunes、Apple Newsstand、Amazon Kindle Fire Newsstand、Powderlife.comにてダウンロードが可能です。 > サイトのロゴ、リンク先はご自分のウェブサイトに直接リンクできま

す。 > サイト内の特定のページにリンクする事も可能です。 弊社のEメール・データベースとソーシャルメディアの使用により、パウダーライフ・デジタル版は雑誌版よりも先に世界中に情報を発信し

ます。 パウダーライフのニセコにおけるインスタグラムファンは最多数、Facebookのフォロワーも多数です： Facebook = 24,000数    インスタグラム = 11,000数以上

配布先と発行部数

• 空港内のキャセイパシフィック航空の

ラウンジ

• 大規模な土地開発企業

• スキー関連の小売店、旅行会社、団体

• 最高級のクラブハウス、カントリークラブ

• 高級スパ、サロン

• アークテリクス/ キャンパーズ・コーナ

ー・アウトドアショップ（シンガポール国

内唯一のスキーショップ）

• 日本政府観光局

• 日本旅行シンガポール

• 主な宿泊施設：NISADE、バケーション

ニセコ、ニセコカンパニー、ホリデー

ニセコ等

• ショップ、カフェ、レストラン、リゾート内

に設置されている弊社のマガジンスタン

ド30個（目立つ青色）
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広告料金

ダブルページ ¥800,000

フルページ   ¥400,000 

ハーフページ   ¥200,000

¼ページ  ¥100,000

ビジネスディレクトリ（商工名鑑） ¥25,000

ダブルページ  ¥400,000

フルページ   ¥200,000 

ハーフページ   ¥100,000

¼ページ   ¥50,000

ビジネスディレクトリ（商工名鑑） ¥15,000

パウダーライフ サマーライフ

裏表紙　 上記料金の1.5倍

表紙裏/裏表紙裏　 上記料金の1.4倍

最初の30頁　 上記料金の1.3倍

>プレミアム広告は大きな需要があるため、厳選させていただいております。

>プレミアム広告は変更がない限り、前シーズンの広告主様が引き続き広告掲載されます。

>プレミアム広告にご興味をお持ちでしたら、kris@powderlife.comまでご連絡ください。

*上記料金に税金を加算します。プレミアム広告
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“印刷物は得に富裕層に効果的であるようだ。2013年の研究によると、世帯収入が25万ドル（およそ3000万円）以上ある家庭では全ての媒体で雑誌

が２番目に効果的であると報告された。雑誌は長期に渡り保管でき、流通性があり、高い信頼性がある。だからこそ、厳選した紙媒体は企業ブランド

の隙間分析に高い価値を得ることができる”           詳しくはMediaLife.comをご覧ください。 

“高品質かつ信頼性のある内容を提供する雑誌は、読者の信頼を高めると証明された。印刷出版物において、内容の質によって読者は信頼を高める。

それは広告も同じ事で高品質の広告によって、読者の購買力、関心を高める”      詳しくはGuy Consterdine Associatesをご覧ください。

なぜ印刷広告なのか？

 “優れた印刷広告は広告目的の達成に重要な役割を持つ。ある研究では、印刷媒体は脳に強く印象付け、情動過程がみられた。それは企業ブランド

と広告記憶のために重要である”   詳しくはDMN3 Marketingをご覧ください。

弊誌への広告掲載により、貴社の益々のご発展を心よりお祈り申し上げます。
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お問い合わせ

Eメール        kris@powderlife.com

広告申し込みの締め切り.................................9月15日
デザイン＆支払いの締め切り......................10月15日

デザインのガイドラインはこちらを参照ください。        www.powderlife.com/design


