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「かまくら」
KAMAKURA

(WINTER EXPERIENCE PROGRAM)

除雪重機同 乗

雪国のヒーロー体験！
除雪車のコックピットへご案内

Snow Plough Ride-along

料
金： ￥6,600／名
所要時間：各除雪車約10分同乗
開催期間：2月20日〜4月15日
定
員：20名位 ※最少催行人数12名

Ride shotgun in the cockpit of a snow plough,
and get a taste of being a Snow Country hero!
One person: ¥ 6,600 Season: 20 Feb to 15 April
Required time: 10 mins per ride per person
Capacity: 20 people※Minimum number of people: 12

スノーモービル

かんじき

白銀の世界を駆け抜ける！

日本古来の雪上移動民具
で林間散策♪
料
金：￥6,050／名
所要時間：60〜120分
開催期間：1月〜3月
定
員：10名

■達人タンデム
（オプション）
普通の
コースでは物足りない貴方へ♪

料
金：￥33,000／名
所要時間：60〜90分
開催期間：1月〜3月
定
員：10名

※最少催行人数 1名

Snow Mobile Experience

Kanjiki (Traditional Snow Shoe) Experience

※最少催行人数4名

Glide through the pure white snow!

Walk the traditional way through snowy woodland

One person: ¥ 33,000 Season: Jan to March Required time: 60-90 minutes
Capacity: 10 people ※ Minimum number of people: 4

One person: ¥ 6,050 Season: Jan to March Required time: 1-2 hours
Capacity 10 people ※ Minimum number of people: 1

スノーシュー

かまくら KAMAKURA

夜はキャンドルの灯り揺らめく「かまくら」の
中でスイーツや唎酒が楽しめちゃう！

一面雪景色！
絶景の里山を体感♪

料
金：￥5,500／名
所要時間：180分
開催期間：12月末〜3月
定
員：要相談

料

※最少催行人数 2名

金： 日 中 ￥3,500／名
夜 ￥5,500／名
所要時間：60分〜
開催期間：1月〜3月
定
員：要相談 ※最少催行人数 5名

Snow Shoeing

Kamakura (Snow Hut) Candle Night

Take a leisurely walk above the snowy white ground

Enjoy sweets and sake inside a candle lit kamakura snow hut

One person: ¥ 5,500 Season: Late Dec to March
Required time: 3 hours Capacity: Please inquire
※ Minimum number of people: 2

One person: Daytime ¥ 3,500 Nighttime ¥ 5,500
Season: Jan to March Required time: 60 mins ~
Capacity: Please inquire ※ Minimum number of people: 5

ご確認ください
Caution!
Caution!

企画

・降 雪 状 況により開 催 期 間は変 動 いたします 。また防 寒 具や手 袋 をご 持 参ください 。
（ レンタルあり）

There may be changes to the program depending on snowfall conditions. Be sure to bring appropriate weatherproof clothing including gloves (Rental available)

・開 催 会 場 / 時 間 / 定 員以 上のご 体 験はご 相 談ください 。

We may be able to tailor the details of each experience to fit your group’s particular requirements. Please inquire.

（一社）十日町市観光協会
十日町市旭町 251-17
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Experience Reservation Reception

NPO 法人 GGG 事務局
NPO Corporation GGG Secretariat

025-761-7433

※詳細はHPをご確認ください。 https://ggghibli.org/

十日町 GGG

検索

