
2017 立 山 春 ツ ア ー
2016-2017は、豊富な雪に恵まれたウィンターシーズンでした。春を迎えてもまだまだスノーシーズン
は終わりません。さぁ、Dancing Snowと一緒に春の立山ツアーへ出かけましょう！富山側から黒部立山
アルペンルートで室堂まで移動して、立山周辺を滑るツアーです。

日   程： 2017年05月12日（金）〜14日（日）2泊3日朝夕食付き

参加費： ￥50,000税込
 （ガイド料、ケーブル＆バス往復料金、宿泊費、2日目弁当、保険含）

集   合： 5/12 （金）11:00 立山駅（無料駐車場有）
  　　*08:00 Dancing Snow事務所、8:30上越妙高駅から乗合も可能です。
  　
対   象： 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： 5/12 pm　 立山周辺滑走
 5/13 全日　立山周辺滑走
 5/14 am　  立山周辺滑走
　  ※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： 5/14 （日）14:30 立山駅　予定
　
宿   泊： 雷鳥荘（朝夕食付、相部屋）　http://www.raichoso.com

当日連絡： 090-1433-1247（ビル携帯）

申   込： info@dancingsnow.com　締切日4/30（日）
 名前、住所、生年月日、携帯、人数、集合場所をご明記の上、メールでお申し込みください。 
 詳細を返信します。

備   考：
● 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。
● 立山ケーブルカー乗車の際、手荷物料金は不要となりましたが、安全面が強化され、スキ

ー、スノーボード、ストック、スノーシュー等はカバーが必要ですので、忘れずにご用意く
ださい。

● 携帯必需品：２泊３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。

Dancing Snow
〒949-2102新潟県妙高市田切218-196

Tel: 0255-77-4931 / Email: info@dancingsnow.com

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 Tateyama Spring Tour
The 2016-2017 season has been great one for good snow and fun tours.  We’re getting into spring now, and 
the fun doesn’t have to stop! Join Dancing Snow for our spring tour to Tateyama. Sun, white snow, super 
skiing....

We’ll be traveling from the Toyama side, staying at Raicho-so in the middle of this huge Alpine area, and 
heading out to ski a variety of slopes (for all different levels). Just coming for the view from the onsen at 
Raicho-so, a little hiking around and the fun at night is a perfectly good reason to join! 

Dates: May 12 to 14, 2017 (two nights, three days)

Fee: ¥50,000 (including guide fee, cable car and bus to top, hotel stay, breakfast and lunch at the hotel, 
two days of lunches, insurance, fun)

Gathering time/place: Friday, May 12, Tateyama Station
  8 am departure from Dancing Snow center; pickup at Joetsu-Myoko Station possible at 8:30

Touring possible on Alpine skis (with tour bindings), telemark skis, snowboard or even snowshoes

Return departure:  Sunday, May 14 from Tateyama Station

Hotel: Raicho-so (two meals included; group stay on tatami). http://www.raichoso.com

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 Tuesday, 
April 25. When sending mail reservation, please include name, address, mobile phone no., 
number of people, and meeting location.

Please note:
 • Destinations and activities may change depending on weather conditions (and this is big 

mountain country!)
 • The Tateyama Cable Car is free, but skis, poles, snowboards, snowshoes, etc. must be in cases/

covers (let us know if you need cases; we may be able to help!).
 • Please bring: personal items for two nights at lodge, three days’ skiing; beacon, shovel, probe, 

skis or board, climbing skins/snowshoes, crampons. Rentals are available; please ask!

Dancing Snow
218-196 Tagiri, Myoko-shi, Niigata-ken 949-2102

Tel: 0255-77-4931 / Email: info@dancingsnow.com

dancing snow
m y o k o  o u t d o o r  a d v e n t u r e s


