
 

 

Niseko Property Management Company Announces Separation From Development 

Company. 

The most established Niseko management company and market leader, HTM, has officially 

announced the separation between Hokkaido Tourism Management (HTM KK) and Hokkaido 

Tracks Development.  

Matt Dening and Simon Robinson, founders of the Hokkaido Tracks brand have formalized 

the separation between Hokkaido Tracks Development and HTM KK with a reciprocal buy 

out of interests in each company. 

Simon Robinson will continue as President and owner of Hokkaido Tracks Development, 

which retains the Hokkaido Tracks brand. 

Matt Dening will remain President and become sole owner of HTM KK 

(www.htmniseko.com), which operates well known Niseko-based brands: 

·        HT Holidays (previously Hokkaido Tracks Management) - Niseko’s largest portfolio 

of Holiday Rental Condominiums and Resort Homes with holiday and owners’ 

services to match. www.htholidays.com 

·          Ki Niseko – Hirafu’s latest ski-in ski-out luxury onsen hotel. www.kiniseko.com 

·       Gondola Snowsports (GoSnow) – the official International Snowsports School of 

Grand Hirafu Resort. www.gondolasnowsports.com 

HTM and Hokkaido Tracks Development now operate independently with no links at brand, 

ownership or board level. 

HTM looks forward to working with Hokkaido Tracks Development as a stakeholder in the 

growth and continued success of Niseko as a world leading alpine resort. 

 

About Hokkaido Tourism Management 

HTM is the largest “white label” management company operating in Niseko with over 

twelve years of experience in property and asset management through the HT Holidays, Ki 

Niseko and GoSnow brands. 

 

HTM President Matt Dening says: 

 

“Niseko is experiencing the next wave of growth with increased interest in the resort as a 

holiday and investment destination from Asia and Europe, as well as traditional markets of 

Japan and Australia.  Hokkaido Tourism Management is now well positioned as the only “white 

label” and independent management solution for the Niseko area.” 

  



 

 

ニセコ地区不動産管理業の最大手となる HTM（北海道ツーリズムマネージメント）株式会社は

HTM 株式会社と北海道トラックスデベロップメント有限会社と法人分離が行われる事を発表しま

した。 

 

北海道トラックス社の創立者マット・デニングとサイモン・ロビンソンは業務の方向性に互恵性

を持つ事とし、完全に二社に法人分離するに至りました。 

 

サイモン・ロビンソンは引き続き北海道トラックスデベロップメント社のオーナーであり代表取

締役職務を持ち、北海道トラックスのブランドを保持します。 

 

マット・デニングはニセコ地区にて、広く知れ渡る以下のビジネスブランドの運営会社、HTM 社

(www.htmniseko.com) の代表取締役権を持ち単独のオーナーとして留まります。 

 

HT ホリデ－ズ - (旧 北海道トラックスマネージメント) - ニセコ地区最大級のコンドミニアム、

リゾートホーム管理・運営会社。ルームオーナーに代わり宿泊業運営を行い宿泊客のニーズに応

えるサービスをご提供中。 www.htholidays.com 

 

木ニセコ - ヒラフ地区最新のスキー場直結ラグジュアリーホテル。 www.kiniseko.com 

 

ゴンドラスノースポーツ （GoSnow）- ニセコグラン・ヒラフのオフィシャル国際スキースク

ール。 www.gondolasnowsports.com 

 

HTM 社は北海道トラックスデベロップメント社がニセコ地区において国際スキーリゾート業務で

持続した拡張をする事を株主として支援できる事を大いに期待しております。 

しかしながら二社は業務上、完全に独立分離する事となり、そのブランドや経営権、業務運営上

においての関連を持たないものとなります。 

 

HTM 株式会社（北海道ツーリズムマネージメント）に関して 

HTM 株式会社はニセコ地区にてオーナー代行の不動産管理、宿泊業運営を行う創業１２年の会社

です。 

HT ホリデーズ、木ニセコホテル、GoSnow スキースクールなどの運営を通して当地区最大規模の

リゾート業務を行っています。 

 

HTM 株式会社 代表取締役 マット・デニング談 

「ニセコ地区は日本国内やオーストラリアからの観光・投資先のみならず、今やアジア、ヨーロ

ッパ諸国の「次なる投資先、訪問先」として著しく認知度を高めています。 

北海道ツーリズムマネージメントがニセコ地区において唯一、不動産管理、運営を完全に一元化

してオーナー、宿泊客の皆様に最適なソリューションをご提供できると自負いたします。」 

 


