積雪期プライベート登山ガイド（個人） プログラムの詳細

積雪期プライベート登山・トレッキングガイド
（個人・小グループ対応）
あなた専属の地元登山ガイドが、あなたが歩
きたいコースを、歩きたいときにご案内する。
そんな嬉しいサービスが「プライベート登
山・トレッキングガイド」です。
冬の森歩きから冬の山小屋泊山行まで、磐
梯・吾妻・安達太良エリアのご希望の積雪期
一般ルートをご案内いたします。
当塾には日本山岳ガイド協会（JMGA）認定ガ
イドが所属していますので、安心してガイド
をご依頼ください。

[対 象] ご希望の山・ルートを安全に登り下りする体力と技術を有する方。
※標高差やコースタイム、難所の有無についてはお問い合わせください。
[期 間] 2016 年 12 月 23 日（金・祝）～ 2017 年 4 月 23 日（日）
[開催日] 期間中毎日対応。
※対象の山、ルートによって対応可能な時期が異なりますのでご相談ください。

[料 金] 平日

7,000 円（税込）

参加人数 3 名まではお一人様
参加人数 4～12 名まではガイド 1 名

土日祝日 参加人数に関係なくガイド 1 名
[ガイドレシオ] スノーシュートレッキングの場合

24,000 円（税込）
24,000 円（税込）

1：12

スノーシュー登山の場合

1:8

アイゼン等の登攀用具を使用する場合

1 : 5 （有資格ガイドのみ対応）

※山の会等、参加者の行動をリーダーが管理でき、積雪期に必要となる十分な装備を
携行できる団体に関しては、上記ガイドレシオを超えた場合も対応できますので
ご相談ください。

[備 考] ・平日の最少催行料金は、トレッキングが 14,000 円、登山が 21,000 円です。弊社では、
山頂を目指すまたは通過するものを「登山」、それ以外を「トレッキング」としています。
・ガイドの交通費（次ページの表「ガイドの交通費（例）
」参照）や宿泊費、食費、ゴンドラ・
リフト代等の必要経費が発生する場合は、別途ご負担ください。ただし、交通費について
はガイドがツアーバス等を利用できる場合はこの限りではありません。
・有資格ガイド（日本山岳ガイド協会認定ガイド）をご指定の場合は料金の 20％増しとなり
ます。また、アイゼン等の登攀用具を使用する山行につきましては、有資格ガイドのみの
対応とさせていただきます。

1

積雪期プライベート登山ガイド（個人） プログラムの詳細

・料金には傷害保険代が含まれません。各自で必ず傷害保険にご加入ください。弊社にて
傷害保険加入をご希望の場合は、別途保険代が必要になります。
（保険代は山行内容によっ
て異なります。
）
・料金には用具のレンタル代は含まれません。スノーシューやネイチャースキー等のレンタ
ルが必要な場合は、お申し込み時に併せてお知らせください。
・行動時間が 8 時間以上になるコースの場合は追加料金が必要になります。料金については
お問い合わせください。
・登頂目的のコースでも、天候その他の理由により登頂できない場合もございますのでご了
承ください。
■ガイドの交通費（例）

コース名

コース

磐梯山

安達太良山
西吾妻山

交通費

往復または周回コース（裏磐梯発着）

無料

往復または周回コース（表磐梯発着）

1,000 円（税込）

縦走コース

3,500 円（税込）

往復または周回コース

2,500 円（税込）

往復または周回コース（裏磐梯発着）

無料

往復または周回コース

無料

往復または周回コース（裏磐梯発着）

無料

往復または周回コース

無料

イエローフォール

往復または周回コース(1 日)

無料

猫魔平

往復または周回コース(1 日)

無料

西大巓
猫魔ヶ岳
雄国山

※その他の山についてはお問い合わせください。

レンタル用具のご案内
[スノーシュー]
平地向け
登山向け

※スノーシューとストックのセットです。

1 日：1,600 円（税込）
1 日：2,100 円（税込）

[ネイチャースキー]

※板とポール、ブーツのセットです。

クロスカントリースキー
ステップソール・エッジ付きネイチャースキー
[雪崩ビーコン]

1 日：2,000 円（税込）
1 日：3,000 円（税込）

※雪崩埋没時の発見を容易にする電波送受信機です。

1 日：1,000 円（税込）
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装備表

（◎：必須装備

○：あると便利なもの、より快適に過ごすための装備）

装備

チェック

備考

帽子

◎

頭部の保護や防寒に必須。耳まで覆うものを基本とし、天候や季節よ
にって適したものを選択。

アウター上下

◎

防水・防風・透湿性のあるもの。レインウェアで代用してもよいが、
爪のある道具を使う積雪期は強度的に劣るため注意。

ミドルウェア上下

◎

アンダーウェア上下

◎

グローブ

◎

予備の防寒着

◎

靴下

◎

登山靴

◎

スパッツ

◎

靴の中に雪が進入したり、爪のある道具で裾を引っかけるのを防ぐ。

ザック

◎

携行する装備が入る大きさのもの。

食糧・飲料水

◎

食糧は、主食とは別に行動食も用意する。食糧・飲料水とも十分な量
を。

テルモス

◎

保温ボトル。積雪期は必須。

非常食

◎

万が一の場合のために。

調理道具

○

バーナー、コッヘル、燃料、食材、調味料、ライター等。

携帯座布団

○

医薬品・救急用品
ヘッドライト
ロールペーパー

○
◎
◎

各自で必要なものを用意。
日帰り山行でも必須。予備電池も忘れずに。
ティッシュでもよい。使い終わったものは必ず持ち帰ること。

ゴミ袋

◎

ゴミはすべて持ち帰る。

時計

○

日焼け止め

○

カメラ

○

携帯トイレ

○

フリースや山用のシャツ・パンツなど、天候やルートによって厚さを
選択する。
速乾性のある素材のもの。天候やルートによって厚さを選択する。綿
製品は不可。
薄手のもの（防寒性のあるもの）と厚手のもの（防水・防寒性のある
もの）の 2 つは最低限用意する。
ダウンや中綿入りのジャケットなど。
ウール等、保温性があるもの。綿製品は不可。1 泊以上のときは、濡れ
てしまった場合のために替えの靴下を用意してもよい。
履き慣れたもの。しっかりとした防水性のあるもの。新品は必ず試し
歩きをしてから使用すること。予備の靴ひもも用意するとよい。

紙等は必ず持ち帰る。

スノーシュー用具一式

(◎)

スノーシュー、ストック。必要な場合のみ。

スキー用具一式

(◎)

スキー、ストック、ブーツ。必要な場合のみ。

アイゼン

(◎)

前爪があるもの。必要な場合のみ。

ピッケル

(◎)

雪崩ビーコン

(◎)

必要な場合のみ。
雪崩の危険性が考えられるルートでは必須。

プローブ（ゾンデ）

(◎)

雪崩の危険性が考えられるルートでは必須。

携帯シャベル（スコップ）

(◎)

パーティーでいくつかあるとよい。
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申し込み方法
開催日の 14 日前までにお電話にてお申し込みいただき、下記いずれかの方法で「参加申込書」および「参
加同意書」を入手し、必要事項を記入後、FAX または郵便または E メール添付でお送りください。
(1) ホームページから申込用紙をダウンロードする。
(2) 申込用紙を自宅に郵送してもらう。
※お電話にてお申し込みいただかずに参加申込書や同意書だけをご送付いただいた場合は申込を受理できま
せんのでご注意ください。参加申込書が希望日の 7 日前までに到着しない場合、キャンセル扱いとなる場合
がございます。
※予約状況によっては 14 日前を過ぎてのお申し込みもお受けできる場合がございますのでご相談ください。

キャンセルについて
ガイドがツアーに適さない天候と判断し催行を中止にした場合、天災、事故（事故証明書をご提出いた
だきます）、事件などを除く理由によりプログラムの参加を中止する場合には、下記のキャンセル料を
頂戴いたします。
お申し込みを取り消す場合は必ずお電話にてご連絡ください。
プログラム開始日の 14 日前から 8 日前まで

参加費の 10%

プログラム開始日の 7 日前から 2 日前まで

参加費の 30%

プログラム開始日の前日または当日

参加費の 50%

連絡なしの当日キャンセル

参加費の 100%

申込書未送付の場合でも、お電話にてお申し込みいただいた時点で下記キャンセル料の対象となります
のでご注意ください。
また、病気やケガによるキャンセルについてもキャンセル料の対象となります。体調管理に万全を期す
ようお願いいたします。

お申し込み・お問い合わせ先
裏磐梯 もくもく自然塾（ガイドセンター）
〒969-2701 福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字小野川原 1092-38
合同会社はれがさやガイド本舗内
e-mail：info@moku2-outdoor.com
TEL : 0241-23-9018

FAX : 024-505-4826

URL：http://moku2-outdoor.com/

2016.11.29 「積雪期プライベート登山・トレッキングガイド（個人・小グループ対応）」初版。
※このプログラムの詳細は、予告なく変更される場合があります。
変更履歴
2017.02.01 傷害保険代に関する記述を変更。ビーコンレンタル代を 1,200 円→1,000 円に訂正。
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