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各ツアーのレベル表記について
各ツアーのレベル表記はスキー、スノーボードでの技術レベルではなく、バックカントリーの技術・経験に体力度を加えて設定しており
ます。参加の際はご自身に合ったレベルをお選びください。レベルについて不明の際はお気軽にご相談ください。

 初級者向け、1日に標高差300m位の登り有り、ゲレンデの上級コースで、ターンをコントロールして確実に滑れる方

 中級者向け、1日に標高差 500m位の登り有り、レベル1BCツアーに参加された方、または同等レベルの方

 上級者向け、1日に標高差 700m以上の登り有り、BCツアーへ複数回参加された方、または同等レベルの方

 レベル3＋基本的な安全管理が自分でできる人、
 レベル3BCツアー、ステップアップスクール、集中キャンプに参加された方、または同等レベルの方

標準的な装備（リストはあくまで目安です。最終案内の装備リストをご確認下さい。）
スキー、スノーボードスプリットボード、テレマーク、どの滑走道具でもOK!!
ス キ ー … スキー（ツアー用のもの）、ブーツ（ツアー用のもの）、シール、クトー（スキーアイゼン）
スノーボード …… スノーボード（深雪での浮力が高いものがベター）＋スノーシュー（ブーツにしっかり装着できるもの）、
 またはスプリットボード
共　　　　通 …… ストック（伸縮性のものが便利）、リュックサック（スキー､ボードが装着できるもの）、
 ウェアー（登山用で温度調整が簡単なもの）、ゴーグル（滑走時また悪天候時に）、サングラス（ハイク時また晴天時に）、
 ヘルメット（滑走時に）、帽子・目出帽（耳までのもの）、ビーコン、プローブ、シャベル、
 ヘッドランプ（山小屋用、非常時用）、手袋（厚、薄手の２種類あると便利）
※状況によって各ツアーで持ち物が変わります。また、レンタル出来るものもございます。スタッフにご相談下さい。

装備レンタルについて
下記以外の装備のレンタルは、ご相談下さい。

ビーコン………………￥1,000．
プローブ………………￥500．
シャベル………………￥500．
ストック………………￥500．
スノーシュー…………￥500．
ピッケル………………￥500．
アイゼン………………￥500．
ハーネス………………￥500．
スノーシュー…………￥500．
※料金は１日当たりのレンタル料金です。

平日ツアー・講習・プライベートガイド等もご相談ください。

バックカントリー（BC）には冬山登山と同じような滑落・低体温・雪崩等のリスクがあります。
アドベンチャーガイズの講習・ツアーでは山岳ガイドの案内で安心してBCを楽しめます。

レベル

1
レベル

2
レベル

3
レベル
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⑰立山オープニングBCツアー
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5 月

④東北・夏油高原集中キャンプ

⑥飯山・野沢エリアBCツアー

⑦キューピットバレイBCツアー

バックカントリー体験会＠野沢

⑩森吉山BCツアー

⑪秋田駒ヶ岳BCツアー

⑫尾瀬BCツアー

⑬鍋倉山BCツアー

⑭蓮華温泉オープニングBCツアー

⑮宮城蔵王BCツアー

⑯上越エリア・守門岳＆浅草岳BCツアー

⑲剱岳登頂＆滑降BCツアー

⑳富士山BCツアー

⑨ニセコエリアBCツアー

㉑ニセコBCツアー

㉒㉓㉔㉕八甲田BCツアー

❶～14ステップアップスクール
⑧旭川BCツアー

⑱立山ゴールデンウィークBCツアー

③白馬集中キャンプ

⑤白馬クライミング集中キャンプ

ガイドレシオ
山の状況により、1人のガイドがご案内できる
ゲストに人数は変動する場合があります。

スケジュール

装　　　備

【1日目】9:00 田沢湖スキー場センターレラ前集合～田沢湖スキー場周辺の状況の良いルートへご案内
【2日目】田沢湖スキー場周辺の状況の良いルートへご案内～16:00 スキーセンター レラ解散

アイゼン：×　ピッケル：×　ハーネス：×　クトー： △

スノーキャットなども活用しての男女岳、リ
フトを活用してのスキー場周辺エリアなど、
状況の良いBCエリアを狙います！。
※前後泊などをご希望のお客様はご相談ください。

⑪秋田駒ヶ岳BCツアー 　　　　　※ガイド 1名で 6名様までご案内します レベル

22021年 2 月 22日（月）～ 2月23日（祝）　2日間 ￥41,000.BCツ
アー

ツアーのレベル
上記のレベル一覧をご覧ください。

ツアー料金
宿泊ありのツアーには宿泊料

ツアー名
番号はP2の地図と
カレンダーに対応しています。 が含まれています。

ツアーのカテゴリー

ツアーの日程

装備についての説明です。
◯：必ずお持ちいただきたいもの
△：ご自身の判断でお持ちいただくもの
×：お持ちいただく必要のないもの

ツアー情報の見方



初
滑
り
ツ
ア
ー
＆
Ｂ
Ｃ
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
ス
ク
ー
ル

Ｂ
Ｃ
体
験
会
＆
ス
テ
ッ
プ
ア
ッ
プ
集
中
キ
ャ
ン
プ
＆
Ｂ
Ｃ
ツ
ア
ー

BCに興味はあるけど、どんなものかいまいちイメージできない。果たして自分にもできることなのか？ どの
ようなギア、装備類を準備するのがベストなのか？ ギア類も結構な金額だし。などなど、始める前にいろ
いろ考えてしまうと、なかなか最初の1歩が踏み出せないといったスキーヤー、スノーボーダーを対象とした、
本格的に始める前に、まずは気軽に体験して頂く講習会&ミニツアーです！ 
BCを楽しむために最低限必要となる用具は無料レンタルでご用意。実際の操作方法などの理解を深めてか
らミニツアーへ出発します！
基本的にはゲレンデを中心に、講習を行いながらハイクアップもして、BC の滑り、楽しさを体験します。

3

スケジュール

装　　　備

【1日目】10:30 夏油高原スキー場集合～ゴンドラアクセスで夏油高原スキー場周辺でパウダーラン＆講習
【2日目】ゴンドラアクセスで夏油高原スキー場周辺でパウダーラン＆講習～16:00 夏油高原スキー場解散

アイゼン：×　ピッケル：×　ハーネス：×　クトー：×

日本屈指の豪雪エリア、夏油高原スキー場に
てリフトアプローチでシーズンインのパウダー
ランを楽しみながら、講習も行います。
※前泊をご希望のお客様はご相談ください。

④東北・夏油高原集中キャンプ 　　　　　※ガイド 1名で 8名様までご案内します レベル

1ステッ
プアッ

プ

集中キ
ャンプ

2021年1月16日（土）～1月17日（日）　2日間 ￥46,000.

【場 所】　ウェブセミナー
【時 間】　20:00 ～ 21:30
※要予約　お電話、メール、ウェブサイトのお申込みフォームよりお申込みください。
※雪山の基礎知識と共通点がございます。登山者の参加も大歓迎です。

ステップアップ机上講座 by ウェブセミナー
ステッ

プアッ
プ

スクー
ル

BCに必要な予備知識を5つのテーマに分けて講習します ￥1,000.

バックカントリー体験会＠野沢温泉スキー場
これからBCを始める方を対象とした講習会&ミニツアー ￥12,000.（BC 用具レンタル料込み）

スケジュール

装　　　備

【1日目】9:00 白馬樅の木ホテル集合～宿泊地周辺又は八方尾根にてビーコンサーチ、ピッケル、アイゼンワーク
【2日目】白馬乗鞍、五竜遠見、雨飾山、大渚山などのロングルートへ
【3日目】栂池、八方周辺にて補習をしながらのツアー～16:00 白馬樅の木ホテル解散

アイゼン： ◯　ピッケル： ◯　ハーネス： ◯　クトー： ◯　　※ボードのお客様はスプリットボードが望ましい

BCに入るための基礎知識に、ピッケル、アイ
ゼン、ロープワークなどの登山技術を加えて、
ロングルートにて斜面の登り方、下り方、滑
落防止のための知識と技術を習得します。

⑤白馬クライミング集中キャンプ 　　　　　※ガイド 1名で6名様までご案内します レベル

2~3ステッ
プアッ

プ

集中キ
ャンプ

2021年 3月19日（金）～3月21日（日）　3日間 ￥51,000.

4

ステッ
プアッ

プ

集中キ
ャンプ

スケジュール

装　　　備

【1 日目】9:00 白馬樅の木ホテル集合～白馬エリアにて講習を行います～ホテル帰着後は同定表作成などの講習も
【2 日目】ルートファインディングをしながらロングルートへ～ホテル帰着後はロープワークなどの講習も
【3 日目】セルフレスキューの体験をしながら、状況の良いルートへご案内～ 16:00 白馬樅の木ホテル解散

アイゼン：×　ピッケル：×　ハーネス：×　クトー：×

弊社机上講座にて5つのテーマに分けて講習
を行っている、BC に必要な基礎知識を1度に
まとめて講習いたします。

③白馬集中キャンプ 　　　　　※ガイド 1名で 6名様までご案内します レベル

1~22021年 1月9日（土）～ 1月11日（祝）　3日間 ￥78,000.

スケジュール

装　　　備

【1日目】10:00 扇沢集合～
　　　　　　　　室堂周辺の状況の良いルートへご案内
【2日目】室堂周辺の状況の良いルートへご案内
【3日目】室堂周辺の状況の良いルートへご案内～
　　　　　　　　　　　　　　14:30 室堂ターミナル解散

アイゼン： △　ピッケル： △　ハーネス：×　クトー： △　

BCの聖地、立山。雪が多すぎるため、立山黒部アルペンルー
トは12月～4月の間は冬季閉鎖となります。降雪後の11月末、
アルペンルートが冬季閉鎖される直前のわずかなチャンスで、
シーズンインパウダーランを狙います！

初滑り立山BCツアー ※ガイド 1名で 6名様までご案内します レベル

1~3①【山小屋編】2020年11月21日（土）～ 11月23日（祝）　3日間 ￥62,000.
②【ホテル編】2020年11月28日（土）～ 11月30日（月）　3日間 ￥74,000.

初滑り
ツアー

スケジュール

装　　　備

【1日目】9:15 野沢温泉中央ターミナル集合～宿に到着後～リフトアプローチで飯山・野沢エリアの状況の良いルートへご案内
【2日目】リフトアプローチで飯山・野沢エリアの状況の良いルートへご案内～17:00 野沢温泉中央ターミナル解散

アイゼン：×　ピッケル：×　ハーネス：×　クトー：×

リフトアプローチで状況の良い BCエリアを滑
走します。
※ワンデイのみのご参加、前後泊などをご希望のお客
様はご相談ください。

⑥飯山・野沢エリアBCツアー 　　　　　※ガイド 1名で 6名様までご案内します レベル

1~22021年 1月23日（土）～ 1月24日（日）　2日間 ￥41,000.BCツ
アー

スケジュール

装　　　備

【1日目】9:00 キューピットバレイセンターハウス前集合～リフトアプローチで状況の良いルートへご案内
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～16:00 キューピットバレイセンターハウス前解散

アイゼン：×　ピッケル：×　ハーネス：×　クトー：×

湯沢・魚沼エリアと信州・妙高エリアのほぼ
中間に位置する豪雪地帯。キューピットバレ
イのリフトを活用した後、更にハイクアップ
で稼ぎ、菱ヶ岳など、周辺の状況の良いBC
エリアを狙います！
※前後泊などをご希望のお客様はご相談ください。

⑦キューピットバレイBCツアー 　　　　　※ガイド 1名で 6名様までご案内します レベル

12021年 2月 6日（土）・2月7日（日）　ワンデイ ￥14,000.BCツ
アー

Check! 宿泊のあるツアーの代金はすべて宿泊費込みです

日　程 ❶2020 年 11月 25日（水）／❷2021年 1月12日（火）

BC装備、三種の神器の使い方と選び方テーマ 1

BCに必要な装備は何か。三種の神器であるビーコン、プローブ、シャベ
ルの使い方選び方を解説。実際に手に取りながら紹介します。

日　程 ❸2020 年 12 月 2日（水）／❹2021年 1月19日（火）

ツアー計画、地図とコンパステーマ 2

ツアー計画のポイント、地図とコンパスの使い方の基本を講習します。
GPSのナビゲーションに関しても講習。

日　程 ❺2020 年 12 月 3日（木）／❻2021年 1月 20日（水）

地図で同定表とホワイトアウトナビテーマ 3

地図を使って、同定表の作成とコンパスを使ったホワイトアウトナビゲー
ションの方法を講習します。

日　程 ❼2020 年 12 月 8日（火）／❽2021年 1月 21日（木）

雪崩リスクマネージメントテーマ 4

雪の性質から雪崩のメカニズム、基本的な知識やアバランチテレイン、
ヒューマンファクターなどについて解説。

日　程 ❾2020 年 12 月10日（木）／102021年 1月 26日（火）

セルフレスキューとロープワークテーマ 5

セルフレスキューのための様々な方法と準備、ロープレスキューに必要な
ロープの使い方、結び方を講習します。

【場 所】　東京近郊・都内にて
※要予約　お電話、メール、ウェブサイトのお申込みフォームよりお申込みください。
※雪山の基礎知識と共通点がございます。登山者の参加も大歓迎です。

ステップアップ町中講座
ステッ

プアッ
プ

スクー
ル

机上で学んだ内容を復習しつつ、町中の公園やクライミングジムなどで技術講習します ￥2,000.

日　程 112020 年 12 月13日（日）午前／122021年 2 月7日（日）午後

セルフレスキューⅠ　ビーコンサーチ
単数、複数埋没など、色々な設定をシミュレーションしながらビーコンサー
チの練習をします。

日　程 132020 年 12 月13日（日）午後／142021年 2 月7日（日）午前

セルフレスキューⅡ　ロープレスキュー
セルフレスキューにおけるロープを使った搬出方法など、色々なシミュレー
ションを設定して練習を行います。

山に入る前に、机上講座で学んだことを復習しながら、町中の公園やク
ライミングジムなどで実際に練習します。

BC体
験会

【日　程】　2020年12月12日（土）～
　　　　　2021年5月9日（日）までの毎週土・日開催
【場　所】　野沢温泉スキー場
※天候・積雪状況、スキー場オープン状況等により、開催日程、講習内容は
変更となる場合がございますので予めご了承ください。
※スノーシュー、バックパック、ポール、ビーコンのレンタル付きです。
　ゲレンデ用のスキー、スノーボードでご参加ください。
※7日前までにお申し込みください。
　3名様以上のご参加で実施いたします。
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スケジュール

装　　　備

【1日目】11:30 秋田内陸間鉄道阿仁合駅集合～ゴンドラアプローチで状況の良いルートへご案内
【2日目】ゴンドラアプローチで状況の良いルートへご案内～17:15 秋田内陸間鉄道阿仁合駅解散

アイゼン：×　ピッケル：×　ハーネス：×　クトー： △　

標高差約 650m、距離約 3.5km のゴンドラ
も活用した後、更にハイクアップで稼ぎ、旧
森吉スキー場など、状況の良い BC エリアを
滑走します。狙いはロングパウダーラン！
※前後泊などをご希望のお客様はご相談ください。

⑩森吉山BCツアー 　　　　　※ガイド 1名で 6名までご案内します レベル

22021年 2 月20日（土）～ 2月21日（日）　2日間 ￥41,000.BCツ
アー

スケジュール

装　　　備

【1日目】9:00 田沢湖スキー場センターレラ前集合～田沢湖スキー場周辺の状況の良いルートへご案内
【2日目】田沢湖スキー場周辺の状況の良いルートへご案内～16:00 スキーセンター レラ解散

アイゼン：×　ピッケル：×　ハーネス：×　クトー： △

スノーキャットなども活用しての男女岳、リフ
トを活用してのスキー場周辺エリアなど、状
況の良いBCエリアを狙います！。
※前後泊などをご希望のお客様はご相談ください。

⑪秋田駒ヶ岳BCツアー 　　　　　※ガイド 1名で 6名様までご案内します レベル

22021年 2 月22日（月）～ 2月23日（祝）　2日間 ￥41,000.BCツ
アー

スケジュール

装　　　備

【1日目】9:00 戸倉集合～専用車で大清水峠へ移動後、ハイクアップ＆滑降で尾瀬沼へ滑り降ります
【2日目】早朝に出発し、燧ヶ岳登頂を目指します～その後、ロングランを楽しみながら一気に尾瀬沼へ滑り降ります
【3日目】ハイクアップ＆スーパーロングランで大清水峠まで滑り降ります～専用車で戸倉へ移動後～ 16:00 頃戸倉解散

アイゼン： ○　ピッケル： ○　ハーネス：×　クトー： ○　　※ボードのお客様はスプリットボード限定！

東北最高峰を誇り、日本百名山にも名を連ね
る燧ヶ岳。尾瀬国立公園内にある、至仏山
とともに尾瀬を代表する名峰燧ヶ岳へ、山小
屋宿泊で厳冬期の登頂＆滑降を楽しみます！

⑫尾瀬BCツアー 　　　　　※ガイド 1名で 4名様までご案内します　※8名様まで限定！ レベル

EX2021年 2 月26日（金）～ 2月28日（日）　3日間 ￥72,000.BCツ
アー

スケジュール

装　　　備

【1日目】9:15 野沢温泉中央ターミナル集合～宿に到着後～鍋倉山周辺の状況の良いルートへご案内
【2日目】鍋倉山周辺の状況の良いルートへご案内～17:00 野沢温泉中央ターミナル解散

アイゼン：×　ピッケル：×　ハーネス：×　クトー： △

美しいブナ林のツリーランで人気の鍋倉山パ
ウダーを堪能します。降りのルートバリエー
ションが豊富なのでノートラックパウダーラン
の期待大です！
※ワンデイのみのご参加、前後泊などをご希望のお客
様はご相談ください。

⑬鍋倉山 BCツアー 　　　　　※ガイド 1名で 6名様までご案内します レベル

22021年 2 月27日（土）～ 2月28日（日）　2日間 ￥41,000.BCツ
アー

スケジュール

装　　　備

【1日目】8:00 栂池高原スキー場ゴンドラ乗り場前集合～栂池スキー場～蓮華温泉
【2日目】蓮華温泉～木地屋～タクシーにて栂池高原スキー場へ～16:00 栂池高原スキー場ゴンドラ乗り場前解散

アイゼン： ◯　ピッケル： ◯　ハーネス： △　クトー： ◯

冬の間に閉ざされていたオープン直後の蓮華
温泉に栂池自然園より滑ります。温泉で温
まった翌日には新潟の木地屋まで滑るロング
トリップ！

⑭蓮華温泉オープニングBCツアー 　　　　　※ガイド 1名で 6名様までご案内します レベル

32021年 3月13日（土）～ 3月14日（日）　2日間 ￥41,000.BCツ
アー

スケジュール

装　　　備

【1日目】9:00 宮城蔵王すみかわスノーパークスキー場ゲレンデハウス前集合
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～リフトアプローチで刈田岳周辺の状況の良いルートへご案内
【2日目】リフトアプローチ＋ハイクアップで刈田岳のお釜周辺の状況の良いルートへご案内～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  16:00 宮城蔵王すみかわスノーパークスキー場ゲレンデハウス前解散

アイゼン： ○　ピッケル： ○　ハーネス：×　クトー： ○

宮城蔵王すみかわスノーパークにて、リフトア
クセスを活用した後、更にハイクアップで刈
田岳周辺の状況の良いBCエリアを狙います！
※前後泊などをご希望のお客様はご相談ください。

⑮宮城蔵王BCツアー 　　　　　※ガイド 1名で 6名様までご案内します レベル

22021年 3月13日（土）～ 3月14日（日）　2日間 ￥41,000.BCツ
アー

Check! 宿泊のあるツアーの代金はすべて宿泊費込みです

スケジュール

装　　　備

【1日目】9:00 旅館喜楽荘集合～車で守門岳登山口へ移動後、ハイクアップし、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　守門岳周辺の状況の良いルートへご案内
【2日目】ムジナ沢登山口へ移動後、ハイクアップし、浅草岳周辺の状況の良いルートへご案内～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15:00 旅館喜楽荘解散

アイゼン： ○　ピッケル： ○　ハーネス：×　クトー： ○

豪雪地域として有名な上越エリア・守門岳
＆浅草岳にてスプリングシーズンのコーン
スノーランを楽しみましょう！
※ワンデイのみのご参加、前後泊などをご希望のお
客様はご相談ください。

⑯上越エリア・守門岳＆浅草岳BCツアー 　　　　　※ガイド 1名で 6名様までご案内します レベル

32021年 4月3日（土）～ 4月4日（日）　2日間 ￥39,000.BCツ
アー

スケジュール

装　　　備

【1日目】12:00 室堂ターミナル集合～室堂周辺の状況の良いルートへご案内
【2日目】室堂周辺の状況の良いルートへご案内～14:30 室堂ターミナル解散

アイゼン： △　ピッケル： △　ハーネス： △　クトー： ◯　　※ボードのお客様はスプリットボードが望ましい

冬季に閉鎖されていたアルペンルートのオー
プニング直後、込み合う GW 前の時期に、滑
り荒らされる前の深雪に包まれた立山連峰で
ノートラックのオープンバーンを狙います！

⑰立山オープニングBCツアー 　　　　　※ガイド 1名で 6名様までご案内します レベル

2~3【山小屋編】2021年 4月17日（土）～ 4月18日（日）　2日間 ￥39,000.BCツ
アー

スケジュール

装　　　備

【1日目】12:00 室堂ターミナル集合～室堂周辺の状況の良いルートへご案内
【2日目】立山川、御山谷などの状況の良いロングルートを中心にご案内
【3日目】全ての荷物を持って黒部湖方面に滑り込みます～14:30 室堂ターミナル解散

アイゼン： △　ピッケル： △　ハーネス： △　クトー： ◯　　※ボードのお客様はスプリットボードが望ましい

スプリングシーズンBCのメッカ立山！GW
でもまだまだ最高の斜面でコーンスノーを
楽しむことができます！レベルも初級者か
ら上級者まで対応いたしますので、安心し
てご参加ください！

⑱立山ゴールデンウィークBCツアー 　　　　　※ガイド 1名で 6名までご案内します レベル

1~3【山小屋編】2021年 5月2日（日）～ 5月4日（祝）　3日間 ￥54,000.BCツ
アー

スケジュール

装　　　備

【1日目】12:00 室堂ターミナル集合～室堂から剣御前小舎へ
【2日目】早朝小屋を出発し、剱岳登頂後、平蔵谷方面へ滑降
【3日目】状況の良い場所を滑りながら室堂山荘まで（予備日）
【4日目】室堂周辺の状況の良いルートへご案内～14:30 室堂ターミナル解散

アイゼン： ◯　ピッケル： ◯　ハーネス： ◯　クトー： ◯

アルピニストの憧れ剱岳に登頂し、平蔵谷
の急斜面を滑降。状況が良ければ、予備日
に奥大日岳、内蔵助平などの登頂滑降など
も楽しめます。最終日には東一乗鞍を越え
て、黒部ダム方面に下山予定です。

⑲剱岳登頂＆滑降BCツアー 　　　　　※ガイド 1名で 3名様までご案内します レベル

EX2021年 5月2日（日）～ 5月5日（祝）　4日間 ￥99,000.BCツ
アー

スケジュール

装　　　備

【1日目】1４:00五合目集合～高度順応～山小屋
【2日目】山小屋～山頂～15:00 五合目解散

アイゼン： ◯　ピッケル： ◯　ハーネス： △　クトー： ◯　　※ボードのお客様はスプリットボードが望ましい

日本最高峰・富士山からの滑降。広大なス
ロープを滑る豪快なツアー。
※高度順応のため、前日は五合目泊となります。

⑳富士山BCツアー 　　　　　※ガイド 1名で４名様までご案内します レベル

EX2021年 5月29日（土）～ 5月30日（日）　2日間 ￥39,000.BCツ
アー

BCツ
アー

スケジュール

装　　　備

【1日目】12:30ヒラフ第一駐車場集合～ニセコ周辺の状況の良いルートへご案内
【2・3日目】ニセコ周辺の状況の良いルートへご案内
【4日目】ニセコ周辺の状況の良いルートへご案内～15:30 頃ヒラフ第一駐車場解散

アイゼン：×　ピッケル：×　ハーネス：×　クトー：△　　※ボードのお客様はスプリットボードが望ましい

外国人が極端に少ない今シーズンだからこ
そ！！ 飛び石連休をフル活用し、ロングステイ
でニセコ周辺エリアのBCルートへ繰り出し、
最高のノートラックJAPAOWランを狙います！！

⑨ニセコエリアBCツアー （周辺エリアBCメイン） ※ガイド1名で 6名様までご案内します レベル

1~22021年2月20日（土）～ 2月23日（祝）　4日間 ￥68,000.

BCツ
アー

スケジュール

装　　　備

【1日目】9:30 旭川空港集合～旭川周辺の状況の良いルートへご案内
【2・3日目】旭川周辺の状況の良いルートへご案内
【4日目】旭川周辺の状況の良いルートへご案内～19:00 旭川空港解散

アイゼン：×　ピッケル：×　ハーネス：×　クトー： △　　※ボードのお客様はスプリットボードが望ましい

外国人が極端に少ない今シーズンだからこ
そ！！  飛び石連休をフル活用し、旭川ベー
スのロングステイで旭川周辺エリアのBC
ルートへ繰り出し、最高のノートラック
JAPAOWランを狙います！！

⑧旭川BCツアー ※8名様まで限定！（トップ＆テールガイドでご案内します） レベル

2~32021年 2 月11日（祝）～ 2月14日（日）　4日間 ￥82,000.
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現状、「Go To トラベル事業」支援の対象期間は 2021 年 1月 31 日 ( 日 )
までとなっておりますが、今後、期間延長などの変更となる可能性が
ございます。
そのため、弊社ツアーにおいて、「Go To トラベル事業」支援対象とな
りますツアーに関しましては、随時、弊社ホームページ内「What’ s New」、

また、メールマガジンにて発表させて頂きます。
なお、「Go To トラベル事業」支援対象ツアーへのお申込みに関しまし
ては、発表の時点で既に該当ツアーへの正式申込手続きがお済みのお
客様より優先して、「Go To トラベル事業」支援対象ツアーへの切り換
え手続きをご案内させて頂きます。
上記流れとなりますので、恐れ入りますが、ご検討頂いておりますツ
アーがございましたら、まずは、正式申込のお手続きをお進め頂けま
すと幸いです。
ご不明な点、ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせ下さい。
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お申込みの前に必ずお読み下さい

バックカントリーには、ゲレンデと違い冬山登山と同じような雪崩等のリスクがあります。講習・ツアー中は山岳ガイドが安全を第一に考え皆様をご
案内致します。参加にあたって下記の点を予めご理解下さい。
＊天候、ルート状況等で目的地、ルート等が変更になる場合があります。現地での判断は、安全を第一に考え山岳ガイドが行い、この判断には必ず
従って頂きます。ルート、講習内容が変更になっても講習費用の変更・返金はありません。また、いかなる場合でも講習の再実施は致しません。

＊バックカントリー＆パウダーは、山岳保険又は山岳登攀割増付き旅行傷害保険等、登山中もカバーできる傷害保険に加入頂くことが参加の条件害保
険等、登山中もカバーできる傷害保険に加入頂くことが参加の条件となります。（別途、保険案内書をご覧下さい）

＊ビーコンは必携装備です。お持ちでない場合は必ずレンタルして下さい。現地にてビーコンがない場合は、参加をお断りする場合がございます。こ
の場合、規定の取消料が掛かりますので予めご了承下さい。

＊スノーキャンプの含まれる講習は一般の装備以外にも必要な装備があります。参加者に共同装備を分担して運んで頂く場合もございます。集合場所
にて分担致しますので、リュックサックに余裕を持って集合下さい。

　共同装備：テント、テントマット、コンロ一式、食材等
　個人装備：個人用マット、寝袋、食器、洗面用具等

ツアー＆講習会申込条件
＊天候、ルート、積雪の状況等によって、目的地、ルート、宿泊場所等
が変 更になる場合があります。また、現地での判断は、安全を第一に
考えガイ ドが行います。ガイドの判断には必ず従って頂きます。予め
ご了承下さい。
＊ツアー・講習開始後、山岳ガイドに著しく技術、体力が不足すると判
断された場合はその時点で下山して頂きます。安全地帯にご案内した時
点で、講習を終了します。この場合、講習費の返金、変更はございません。
＊ツアー・講習費には現地までの交通費、現地で必要な交通費は含まれ
ません。
＊申込みは各講習会開始日の15日前までです。講習代金は講習の15日前
までにお支払い下さい。また15日を割った申し込みでも、状況によって
は受付けが可能な場合があります。お問い合わせ下さい。
＊ツアー・講習会の最少実施参加人員は６名です。参加者が６名に満た

ない場合は講習会を中止する事があります。この場合、講習会開始日
の10日前までに決定して参加者に連絡します。
＊出発の1週間前に集合場所、時間、装備等をご案内する、最終案内書
をお送りします。 
＊集合場所、時間に遅れる場合は時間前に緊急連絡先にご連絡ください。
連絡がない場合は、参加取消し扱いになることがあります。
＊最終案内書の装備リストをご覧になり装備をお持ち下さい。集合場
所で装備に不備があった場合は、参加をお断りすることがあります。
この場合は参加の取消扱いとなり、規定の取消料を申し受けます。
＊雪山登山、岩登り、氷登り、バリエーション、バックカントリーの
コースは登山 割増付き旅行傷害保険の加入を参加の条件とさせて頂き
ます。（お申込時にご案内書をお送り致します。）

国内ツアー＆講習会旅行条件（要旨） ＊ご契約の際は、必ず旅行条件書（全文）をご覧頂き、事前に内容をご確認の上、お申し込み下さい。

＊お申込み前に必ずお読み下さい。

 

取消料

21日前まで   
11日前まで   
8日前まで
2日前まで
前　　日
当　　日

無連絡不参加

日帰り

無　　料
無　　料
講習費の20%
講習費の30%
講習費の40%
講習費の50%
講習費の100%

２日間以上

無　　料
講習費の20%
講習費の20%
講習費の30%
講習費の40%
講習費の50%
講習費の100％

■募集型企画旅行契約：この旅行は（株）アドベンチャーガイ
ズ（以下「当社」）が企画・実施する旅行であり、お客様は当
社と募集型企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結す
ることになります。また、旅行条件は、別途お渡しする旅行
条件書（全文）、出発前にお渡しする最終案内書と称する確定
書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
■旅行のお申込み及び契約成立時期：所定の申込書に所定の
事項を記入し、下記の申込金を添えてお申込み下さい。
■特別補償：当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の
故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙
特別補償規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急
激かつ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物

上に被った一定の損害について、予め特別補償規程に定める
全額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。
■旅行条件・代金の基準：この旅行条件は 2020年10月1日を
基準としています。又、この旅行代金は 2020年10月1日現在
の有効なものとして公示されている運賃・規則、または
2020年10月1日現在認可申請中の航空運賃・適用規を基準と
して算出しています。
■その他：（1）旅行代金は特に記載のない限りひとり分を表
示しています。（2）当社はいかなる場合も旅行の再実施はい
たしません。
■取消料：旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除され
るときは、右表の取消料を申し受けます。

 
 総合旅行業務取扱管理者とはお客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に際し担当者からの説明に不明な点があれば、ご遠慮なく

以下に示す旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい。総合旅行業務取扱管理者　古谷聡紀

振込先 口座名：株式会社アドベンチャーガイズ 三菱UFJ銀行  神保町支店  口座番号1258952
りそな銀行  九段支店  口座番号1159506 

外国人が極端に少ない今シーズンだからこ
そ！！ リフトアプローチを駆使し、ニセコス
キー場からのアクセスで世界に誇る最高の
JAPAOW of JAPAOWを堪能し尽くします！！

スケジュール

装　　　備

【1日目】6:20 羽田空港集合～新千歳～ニセコヒラフ到着後～リフトアプローチで状況の良いルートへご案内
【2日目】リフトアプローチで状況の良いルートへご案内
【3日目】リフトアプローチで状況の良いルートへご案内～ニセコヒラフ～新千歳～22:00 羽田空港解散

アイゼン：×　ピッケル：×　ハーネス：×　クトー：×

㉑ニセコBCツアー （スキー場アクセスメイン） ※ガイド1名で 6名様までご案内します レベル

1~22021年1月22日（金）～ 1月24日（日）　3日間 ￥111,000.
飛行機

で行く

BCツ
アー

スケジュール

装　　　備

【1日目】07:00 羽田空港集合～青森～八甲田到着後～ロープウェイアクセスで状況の良いルートへご案内
【2日目】ロープウェイアクセスで状況の良いルートへご案内
【3日目】ロープウェイアクセスで状況の良いルートへご案内～八甲田～青森～22:00 羽田空港解散

アイゼン：×　ピッケル：×　ハーネス：×　クトー：△　　※ボードのお客様はスプリットボードが望ましい

ラニーニャの影響でパウダー期待度特大！
の今シーズン、夜の飲みはほどほどに、久
しぶりに八甲田でガツガツと滑りをメイン
に攻め攻めでパウダーランを狙いたい
ウィークを設定します！！

㉒八甲田 BCツアー（1st ガツガツ） ※ガイド1名で 6名様までご案内します レベル

2~32021年 1月29日（金）～1月31日（日）　3日間 ￥85,000.
飛行機

で行く

BCツ
アー

スケジュール

装　　　備

【1日目】7:00 羽田空港集合～青森～八甲田到着後～ロープウェイアクセスで状況の良いルートへご案内
【2日目】ロープウェイアクセスで状況の良いルートへご案内
【3日目】ロープウェイアクセスで状況の良いルートへご案内～八甲田～青森～22:00 羽田空港解散

アイゼン：×　ピッケル：×　ハーネス：×　クトー： △

AG得意の八甲田！ ガツガツペースにわずか
でもご不安のお客様は、こちらの「ゆったり」
ウィーク設定の八甲田BCツアーがおすすめ
です！

㉓八甲田BCツアー（2nd ゆったり） ※ガイド1名で 6名様までご案内します レベル

1~22021年 3月5日（金）～ 3月7日（日）　3日間 ￥79,000.
飛行機

で行く

BCツ
アー

スケジュール

装　　　備

【1日目】7:00 羽田空港集合～青森～八甲田到着後～ロープウェイアクセスで状況の良いルートへご案内
【2日目】ロープウェイアクセスで状況の良いルートへご案内
【3日目】ロープウェイアクセスで状況の良いルートへご案内～八甲田～青森～22:00 羽田空港解散

アイゼン：×　ピッケル：×　ハーネス：×　クトー： △

AG得意の八甲田！ ガツガツペースにわずか
でもご不安のお客様は、こちらの「ゆったり」
ウィーク設定の八甲田BCツアーがおすすめ
です！

㉔八甲田BCツアー（3rd ゆったり） ※ガイド1名で 6名様までご案内します レベル

1~22021年 3月26日（金）～ 3月28日（日）　3日間 ￥79,000.
飛行機

で行く

BCツ
アー

スケジュール

装　　　備

【1日目】7:00 羽田空港集合～青森～八甲田到着後～八甲田周辺の状況の良いルートへご案内
【2日目】八甲田周辺の状況の良いルートへご案内
【3日目】八甲田周辺の状況の良いルートへご案内～八甲田～青森～22:00 羽田空港解散

アイゼン：×　ピッケル：×　ハーネス：×　クトー： △　　※ボードのお客様はスプリットボードが望ましい

冬季通行止めとなっている八甲田周辺道路
の開通時期に合わせた八甲田 Final ガツガツ
ウィークを設定！ 八甲田周辺の冬季通行止
め期間中はご案内できないルートへご案内
します！

㉕八甲田BCツアー（Final ガツガツ） ※ガイド1名で 6名様までご案内します レベル

2~32021年 4月9日（金）～ 4月11日（日）　3日間 ￥79,000.
飛行機

で行く

BCツ
アー

「Go To トラベル事業」
支援対象ツアーに関して



観光庁長官登録旅行業第 1713 号
（社）日本旅行業協会（JATA）正会員
総合旅行業取扱管理者　古谷聡紀

 

お問い合わせ・お申し込みは

株式会社アドベンチャーガイズ
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 4-5-4  山和ビル 3階
 TEL：03-5215-2155　　FAX：03-3288-3211

日祝休み03-5215-2155
info@adventure-guides.co.jp
https://adventure-guides.co.jp

営業時間

山岳エリアで起きたケガや事
故、とくに雪崩事故から自分
や仲間を救助し、第三者レス
キューに引き渡すために必要
な知識や方法を映像とテキス
トで解説しました。BCスキー
＆スノーボーダーは必読です。

「BCセルフレスキューDVD BOOK」
スキージャーナル社
¥3,200.

テレマーク、アルペン、スノー
ボード、ゲレンデ外＝バック
カントリーの雪山を滑るため
のテクニックを収録。用具の
解説、滑走テクニック、リス
クの対応など、総合的なテキ
ストになっています。

「BCスキー＆スノーボード」
山と渓谷社
¥1,900.

近藤謙司 日本山岳ガイド協会認定国際ガイド

チョモランマ冬季北壁最高地点到達などの記録を持つ。チ
ョーオユー峰では、世界最高齢の女性をガイドし、山頂に
導く。エベレスト登頂 7回、マッターホルン 80回以上など
海外登山のパイオニア。アルプス、ヒマラヤ等のバックカ
ントリーガイドでも活躍。

杉本水生 日本山岳ガイド協会認定山岳ガイド

BCを中心に若手ガイドのリーダー的存在。ヨーロッパアル
プスに在住経験もある国際派ガイド。気さくな人柄で、楽
しいツアーへの演出が得意。スキーの腕前は一級で冬はバ
ックカントリーツアーのガイドを中心に活動中。山岳地で
の初心者講習も定評がある。

佐藤優 日本山岳ガイド協会認定山岳ガイド

NZLでヘリスキーガイドとして、アバランチセーティーマ
ネージメント1 取得。帰国後、スキーパトロール、海外ツ
アーリーダー、最近は国内の山も数多くガイド。穏やかな
ガイドで老若男女問わず人気。特技・かまくら作り。

林信之 日本山岳ガイド協会認定国際ガイド

白馬・岩岳にある林ペンションのオーナー。白馬ローカル
ならではのルートに案内します。温厚で優しいガイドぶり
は老若男女問わず人気抜群。北アルプス遭難対策協議会救
助隊員でもあり、地元でのネットワークは万全。

BCボードのエキスパート。豊富な経験に基づいたガイディン
グは安心感抜群。GPSとキノコ、日本酒の達人。飯山に書
店を移し活躍中。著書に「バックカントリーハンドブック」（枻
出版）、「GPSフィールド活用ガイド」（山と渓谷社）がある。

高橋玉樹 日本山岳ガイド協会認定山岳ガイド

高月弘子 日本山岳ガイド協会認定登山ガイド

水上を中心にネイチャーウォーク、スノーハイキング、夏
はスイスに渡り、ハイキングガイドとしても活躍。休みを
見つけてはスイスの名峰に挑む。自然観察の知識が豊富で
普通のハイキングコースでも彼女と歩くと発見がいっぱい。

峯岸健一 日本山岳ガイド協会認定登山ガイド

冬はBCスキー、夏は沢登りのガイドを行っている。マッキ
ンリー山頂からのスキー滑降やヨーロッパオートルートな
どスキーをメインに活動中。カナダやスイスで得た経験を
元にお客さまを楽しませるガイディングがモットーです。

大雲芳樹 日本山岳ガイド協会認定山岳ガイド

湘南と志賀高原をベースに活動。初心者向けのハイキング
から本格的なクライミング、そしてBCスキーなど幅広い分
野をこなします。最近はゴルフの世界にも進出。温厚な人
柄でアットホームなツアーを演出します。

宮下慈子 日本山岳ガイド協会認定登山ガイド

どっぷりとスノーボードにはまり、プロスノーボーダーと
して競技生活を過ごす。その中で、森の中を駆け回ること
に魅力を感じ、登山ガイドとなりました。四季折々を自然
と共に過ごす気持ち良さを一緒に体験しましょう。

宮川由佳 日本山岳ガイド協会認定登山ガイド

ツェルマット、クールマイユール観光協会で6年間ハイキ
ング、スキーガイドとして勤務。山上でも食事に関する嗅
覚には自信あり。お客さまとのコミュニケーションを大切
にし、初めての方、一人参加の方にも安心して楽しんでい
ただけるよう頑張ってます。

山保浩司 日本山岳ガイド協会認定登山ガイド

カナダ駐在の後、ヨーロッパに渡り8年間、スイス、イタリア、
オーストリアを中心にスキーガイド、ハイキングガイドと
して活動。新天地を求め日本に逆輸入。お客さまへの最高
のサービスを目指します。7サミッツのガイドとしても活
躍中。

望月都 日本山岳ガイド協会認定登山ガイド

カナダ、スイス、NZLなど海外スキーガイドとして活動。
帰国後は北海道や長野エリアのスキー場に所属。安全で楽
しいスキーをモットーに活動中。現地で美味しいものを探
すのが大好き!　夏はスイスハイキングガイドとして皆様を
ご案内しています。

平日 10:00 －18:00
土曜 10:00 －14:00

近藤謙司の教本シリーズ好評発売中！

「雪山100のリスク」
山と渓谷社　¥1,700.
雪崩、転滑落、道迷い、低体温症。
雪山で実践すべき、さまざ
まなリスクマネジメントを
解説。登山者、BCスキーヤー
とボーダーにも
必読の一冊です。
※電子書籍化され
ています→

 

お近くの書店で手に入らない方はAGでも販売しています。ご希望の方は郵送しますのでご一報ください。

チームアドベンチャーガイズTeam Adventure Guides




