
2017 火 打 山 春 ツ ア ー
　妙高の天国、火打山をDancing Snowバイリンガルガイドと一緒にたっぷりと楽しく滑りましょう！

日   程：
  第1回ツアー　2017年04月22日（土）〜04月23日（日）1泊2日
  第2回ツアー　2017年04月29日（土）〜04月30日（日）1泊2日
   *2名以上でツアー開催。

参加費： ￥35,000税込（ガイド料、宿泊費、保険含）

集   合： 当日8:00 Dancing Snow事務所集合（駐車場有）

対   象： バックカントリー上級経験者
  （テレマークスキー、アルペンスキー（ATスキー）、スノーボード）
 
行   程： 一日目　 笹ヶ峰〜高谷池ヒュッテ〜火打山周辺滑走
　　　　 二日目　火打山周辺滑走〜高谷池ヒュッテ〜 笹ヶ峰
　  ※天候など当日のコンディションにより予定を変更する場合もあります。
 
解   散： 二日目16:00 Dancing Snow事務所　予定
　 
宿   泊： 高谷池ヒュッテ（朝夕食付）
 
当日連絡： 090-1433-1247（ビル携帯）, 0255-77-4931 (事務所）

申   込： info@dancingsnow.com　第1回ツアー締切日4/12、第2回ツアー締切日4/19
 名前、住所、生年月日、携帯、人数をご明記の上、メールでお申し込みください。 
 詳細を返信します。

備   考：
• 県道39号妙高高原線（杉野沢〜笹ヶ峰）の開通予定は4/28です。可能な限り笹ヶ峰まで

車で移動しますが、出発地点は当日の道路状況によります。
• 当日の天候等により、コース内容を変更または中止とする場合がありますが、ご了承く

ださい。
• 携帯必需品：1泊2日の宿泊用意、ビーコン、ショベル、プローブ、スノーシュー、ツアーバ

インディングスキー（シール付き）、アイゼン等。レンタルもご用意していますので、お問
い合わせください。
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dancing snow
m y o k o  o u t d o o r  a d v e n t u r e s



2017 Hiuchi Spring Tours
Join us for a tour into the spectacular backcountry around our highest peak, Mt. Hiuchi. Stay in Koya Ike 
Hutte at the base of the mountain, and head out daily for the best snows and slopes.

Dates: 
 Tour one:*  Saturday, April 22 and Sunday, April 23
 Tour two:    Saturday, April 29 and Sunday, April 30
   Tour will be held with two guests or more joining in

Fee: ¥35,000, including guide fee, food and accommodations, insurance, tax, transportation*

Meeting spot:  8 am, Dancing Snow center (parking is available)

Touring:  For experienced Alpine (with tour bindings) or telemark skiers, snowboarders. The hike is a long 
one, but not technically difficult

Return:  On either Sunday by approximately 4 pm

Stay: Koya Ike Hutte (two meals included)

Contact: 090-1433-1247 (Bill’s mobile), 0255-77-4931 (Dancing Snow center)

To reserve:  Please contact Dancing Snow at info@dancingsnow.com or phone at 0255-77-4931 by   
 Wednesday, April 12 for the first tour, April 19 for the second. When sending mail reservation,  
 please include name, address, mobile phone no., number of people.

Please note:
 • Route 39 from Suginohara to Sasagamine is scheduled to open on April 28 this year (because of 

the still-big snows!). This could mean a much longer approach, either from Suginohara Ski Area, 
or partway up the road. We will keep you informed! 

 • Destinations and activities may change depending on weather conditions (and this is big 
mountain country!)

 • Please bring: beacon, shovel, probe, skis or board, climbing skins/snowshoes, crampons. 
Rentals are available; please ask!
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