2019/2020 プライベート雪山登山ガイド
プログラムの詳細

2019/2020

プライベート雪山登山ガイド

あなた専属の地元登山ガイドが、あなたが登りたいルートを、登りたいときにご案内す
る。そんな嬉しいサービスが「プライベート雪山登山ガイド」です。
通常の雪山登山プログラムは参加条件を満たさなければご参加いただけませんが、この
サービスを利用すればその煩わしさから解放されます。
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] 2019 年 12 月 21 日（土）～ 2020 年 4 月 19 日（日）
[開催日] 期間中、担当ガイドのツアー予定が入っていない日（基本的に平日）であれ
ば毎日対応いたします。
※ご予約の受け入れは先着順となります。日程についてはご希望に沿えない場合も
ございますのでご了承ください。

[料 金] (1)雪山登山実習レベル 0 もしくは同程度のルート
ガイド 1 名

29,800 円（税込）/日

(2)雪山登山実習レベル 1 もしくは同程度のルート
ガイド 1 名

32,800 円（税込）/日

(3)雪山登山実習レベル 2 もしくは同程度のルート
ガイド 1 名

35,800 円（税込）/日
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(4)雪山登山実習レベル 3 もしくは同程度のルート
ガイド 1 名

39,800 円（税込）/日

[ガイドレシオ] ガイドレシオとは、ガイド 1 名に対するお客様の人数の比です。
(1) 1：10 まで

(2)(3) 1：8 まで

(4) 1：5 まで

[備 考] ・ガイドの交通費や宿泊費、食費、ゴンドラ・リフト代等の必要経費（表「ガ
イドの必要経費の目安（例）
」参照）が発生する場合は、別途ご負担ください。
・料金には山岳保険代が含まれません。各自で必ず山岳保険にご加入ください。
・料金には用具のレンタル代は含まれません。スノーシューや雪崩ビーコン等
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。別途
お見積りいたします。
・装備については装備表で必ずご確認いただきご用意ください。装備が不十分
な場合はルート変更または中止とする場合がございます。
装備不十分によってルートが変更になった場合も、当初予定していたルート
の料金をご請求いたします。また、装備不十分による中止につきましては、
当日キャンセルのキャンセル料をご請求いたします。
・天候やスキル不足、その他の理由により、登頂ができない場合もございます
のでご了承ください。
プライベート雪山登山ガイドの必要経費の目安（例）
山名

交通費

リフト券

裏磐梯発着

無料

ルートによる

表磐梯発着

1,000 円（税込）

ルートによる

安達太良山

あだたら高原スキー場発着

2,500 円（税込）

ルートによる

西吾妻山

裏磐梯発着

雄国山

裏磐梯発着

磐梯山

発着場所

駐車場代 1,000 円
（土日祝日のみ）

ルートによる

※その他のコースについてはお問い合わせください。
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雪山登山ツアー装備表
◎：必須装備 (◎)：ツアーによっては必須

装備

○：より安全・快適に過ごすための装備

チェック

△：あると便利な装備

備考
平地向けではなく、登山向けのものが望ましい。
（レンタ

スノーシュー・ストック

◎

ザック

◎

携行する装備が入る大きさのもの。

アウター（上下）

◎

防水性、透湿性の高い素材のものがオススメ。

中間着

◎

予備の防寒着

◎

フリースなど、軽量で保温性の高い素材のもの。
薄手のダウンなど、軽量で保温性の高い素材のもの。避
難小屋泊とテント泊では上下必須。

アンダーウェア（上下）

◎

保温性、速乾性の高い素材のもの。綿製品は不可。

グローブ

◎

防水性・保温性のある厚手のものと保温性のある薄手の
ものの 2 種類は最低限用意。

帽子

◎

耳たぶまでしっかり覆うタイプのもの。

靴下

◎

保温性の高い素材のもの。

靴

◎

防水性・保温性のある登山靴またはスノーアクティビテ
ィ用シューズ。

サングラス

◎

雪目防止。ゴーグルでもよいが、汗をかくと曇りやすい
ので使い方に注意が必要。

行動食

◎

チョコレートなど、歩きながらやちょっとした休憩で食
べられるもの。多めに用意すれば万一の場合の非常食に
もなる。

昼食

◎

山では食事も楽しみのひとつ。ご飯ものは凍りやすいの
で注意。

テルモスまたは水筒

◎

行動中の水分補給に。暖かい飲み物があるとより快適。
ペットボトルは凍るので注意。

ヘッドライト

◎

万一の場合の備え。予備電池も忘れずに。

ゴミ袋

◎

持ち込んだものはすべて持ち帰る。

雪崩ビーコン

◎

雪崩埋没時のレスキューに必要。
（レンタル 1,000 円/日）

プローブ（ゾンデ）

○

雪崩埋没時のレスキューに必要。

スコップ（ショベル）

○

雪崩埋没時のレスキューに必要。

スパッツ

○

ネックウォーマー

○

シューズ内が濡れるのを防ぐ。また、アイゼン装着時に
裾を保護するために。
悪天候時に重宝。バラクラバ（目出し帽）なら尚よし。

カイロ

○

食事中や就寝中の防寒対策として。

携帯座布団

○

お尻を冷やさないように。これ 1 枚で食事が快適に。

ロールペーパー

○

トイレ時や食器を拭く場合に使用。

医薬品

○

各自で必要なものを用意。

アイゼン

(◎)

ピッケル

△

ヘルメット
調理道具
山岳保険証券

(◎)
△
(◎)

ル：スノーシュー1,800 円/日、ストック 500 円/日）

安達太良山では 6 本爪以上の軽アイゼン、磐梯山では前
爪のある 8 本爪以上が必須。
（レンタル 1,000 円/日）
レベル 3 の下りでは役に立つことも。
レベル 3 では必須。
（レンタル 500 円/日）
バーナー、コッヘル、燃料、食材、調味料等。山での食
事は一手間かけるのもまた楽し。
ご自身で山岳保険に加入している方は必須。
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＜ご注意ください！＞
(1) 装備表の内容はあくまでガイドツアーの装備であり、個人で行く場合の装備としては不足しています。
(2) ご自身の装備については、参加当日までに必ず使い方を把握しておいてください。

レンタル用具のご案内
[スノーシュー]

1 名：1,800 円（税込）/日

[伸縮式ストック]

1 名：

[雪崩ビーコン]

1 名：1,000 円（税込）/日

500 円（税込）/日

※雪崩埋没時の発見を容易にする電波送受信機です。

[ヘルメット]

1 名：

[アイゼン]

1 名：1,000 円（税込）/日

500 円（税込）/日

申し込み方法
1. まず、このプログラム詳細の内容をよくご確認ください。
グループでお申し込みの場合は、代表者も含め参加者全員が必ずご確認ください。
2. 次に、参加希望日の 14 日前 20:00 までにお電話（0241-23-9018）またはメール、Facebook
ページからのメッセージ等の方法で空き状況をお問い合わせください。
3. 予約可能の場合、下記の(a)(b)いずれかの方法で参加申込書をご入手ください。
(a) ホームページから参加申込書(PDF ファイル)をダウンロードする。
(b) 参加申込書を自宅に郵送してもらう。
4. 書類内に記載されている「参加確認書」の内容をよくご確認の上で必要事項を記入後、
FAX または E メール添付、郵便のいずれかの方法でお送りください。
※「プリンターがなく印刷できない」または「PDF ファイルの編集ができない」場合は、参
加申込書の記入内容を漏れなく E メールにご入力いただきお送りください。
※空き状況のお問い合わせなしに参加申込書だけをお送りいただいた場合は申し込みを受
理できませんのでご注意ください。（※弊社からの返信もいたしません。）

キャンセルについて
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。
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。
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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%

当日遅刻により参加できなかった場合や病気やケガによりお申し込みを取り消す場合も上
記キャンセル料の対象となりますので、集合場所・時間の事前確認および健康管理にご留
意ください。

お申し込み・お問い合わせ先
裏磐梯 もくもく自然塾
〒969-2701 福島県耶麻郡北塩原村大字桧原字小野川原 1092-38
TEL : 0241-23-9018（9:00～20:00）

FAX : 024-505-4826（24 時間）

E-mail : info@moku2-outdoor.com
URL : https://moku2-outdoor.com/

2019.12.24「2019/2020 プライベート雪山登山ガイド」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
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