一日プライベートネイチャースキーガイド
プログラムの詳細

一日プライベートネイチャースキーガイド

お客様専属の地元ガイドが、あなたが歩きたいルートを、歩きたいときに、歩きたい人
とご案内する。そんな嬉しいサービスが「プライベートネイチャースキーガイド」です。
ステップソール付きのクロスカントリースキーまたはネイチャースキー（ステップソー
ル付きテレマークスキー）でご参加いただけます。
このプランでは、7 時間以内の一日ルートを、弊社ならではの豊富なコースバリエーシ
ョンでご案内いたします。
※滑走が目的の方は「プライベートバックカントリーガイド」をご利用ください。
[対 象] ご希望のルートを安全に歩き切る体力、技術を有する方。
ただし、ネイチャースキーに適用される傷害保険に加入していること。
※ルートがわからない、決まっていない場合は、ご要望を伺った上で適切な
ルートをご提案いたしますので遠慮なくご相談ください。
[期 間] 2022 年 1 月 11 日（火）～ 3 月 21 日（月・祝）
[開催日] 期間中、毎日対応いたします。
※ご予約の受け入れは担当ガイド数内での先着順となります。特に繁忙期や週末な
ど、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] ガイド 1 名

29,800 円（税込）/日

[ガイドレシオ] 1：8（ガイド 1 名に対し、ゲスト 8 名までご案内）
※上記ガイドレシオを超える場合は、ガイドの増員または積雪期の経験豊富な
リーダーや添乗員の同行をお願いいたします。
[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（「一日プ
ライベートネイチャーガイドの必要経費（例）」参照）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に途中合
流できる場合はこの限りではありません。

1

一日プライベートネイチャースキーガイド
プログラムの詳細

・料金には傷害保険代が含まれません。ネイチャースキーに適用される傷害保
険に必ずご加入いただきますようお願いいたします。
・料金には用具のレンタル代は含まれません。クロスカントリースキー等のレ
ンタルが必要な場合は、レンタル業者をご紹介いたします。
・雪崩の危険性が考えられるルートでは雪崩ビーコンを必ずご用意ください。
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。
（数に限
りがございます。
）
・1 日あたりの行動時間が 7 時間を超えるルート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。

一日プライベートネイチャースキーガイドの必要経費（例）
コース名

コース

交通費

休暇村クロスカン
トリースキー場＆
中瀬沼・桧原湖

往復または周回コース

猫魔平＆ゴールド
ライン

周回コース

無料

入場料が必要
になる場合あ
り
コースによる

1,000 円（税込）

コースによる

コースによる

ワンウェイコース

ワンウェイコース

リフト券

※その他のコースについてはお問い合わせください。

コース例
・休暇村クロスカントリースキー場＆中瀬沼・桧原湖（所要時間：約 4 時間～6 時間）
体力度★★☆～★★★
（3～4 時間程度の山歩きが余裕をもってできる体力が必要です。）
半日の初心者レッスン＆ショートツアー、半日のロングツアーの組み合わせで実施さ
れることの多いコース。経験者向けに難易度を少し上げたり距離を延ばしたりと、コ
ースバリエーションが取りやすいのも利点です。
・猫魔平＆ゴールドライン（所要時間：約 4 時間～5 時間）
体力度★★★（4 時間程度の山歩きが余裕をもってできる体力が必要です。）
スノーシューで行くことの多い猫魔平も、ネイチャースキーなら難易度が少し上がり
ます。途中、風除けになるような場所があるため、悪天候でも快適に食事をとること
ができます。
※リフト代が別途必要となります。
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装備表
装備

チェック

備考

インナー
ウェア上下

◎

いわゆる“肌着”
。ネイチャースキーは意外に汗をかくので、化繊や
ウールなどの濡れても乾きやすかったり冷えにくいものがオスス
メ。綿は濡れたときに冷えやすいので避けたい。

フリース
ジャケット

◎

インナーウェアの上に着る。フリースは保温性が高く軽量、安価な
のが利点。暑くなったら脱いでザックにしまえばよい。

スキー
ウェア上下

◎

スキー場などでレンタルが あるので手に入りやすい。弊社でも
Columbia 大人用レインウェア上下を 1,000 円/半日でレンタル可能。
（数に限りがあります。事前申し込みが必要です。
）

厚手の靴下

◎

スキー用の靴下でよい。綿は濡れたときに冷えやすいので避けたい。

帽子

◎

耳まで覆えるものがよい。スキー場などでもレンタルがある場合あ
り。

スキー手袋

◎

スキー場などでもレンタルがある場合あり。

ブーツ

◎

クロスカントリースキー用のブーツまたはネイチャースキー（テレ
マークスキー）用のブーツを、自身の板の種類に合わせて用意。

スキー板

◎

ステップソール付きクロスカントリースキーまたはネイチャースキ
ー（ステップソール付きテレマークスキー）

ストック

◎

自身の身長に合ったもの。

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。

飲み物

◎

行動中の水分補給に。テルモス（保温ポット）を使い、暖かい飲み
物を用意するとより快適。ペットボトルは凍るので注意。

サングラス

◎

雪目防止や悪天候時に有効。ゴーグルは曇りやすいため取扱いに注
意が必要。

予備の防寒着

◎

休憩時や緊急時に使用できる薄手のダウンなど。

ザック

◎

携行品がすべて入るサイズのもの。

ゴミ袋

◎

持ち込んだものはすべて持ち帰る。

ネックウォー
マー

○

悪天候時に重宝。バラクラバ（目出し帽）なら尚よし。

医薬品

○

各自で必要なものを用意。

傷害保険証券

◎

当日確認いたします。
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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）にて空き状況をお問
い合わせください。
3. ＜個人のお客様＞
(1) 2 において予約可能だった場合、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。
(2) 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 または郵便または E メール添付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。
※お電話にて申し込みいただかず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。）

＜旅行会社のご担当者様＞
2 において予約可能だった場合、ご予約依頼書および旅程表がございましたら、お早
めに弊社まで FAX（024-505-4826）または E メール（info＠moku2-outdoor.com）で
お送りください。

キャンセルについて
お申し込みを取り消す場合は必ずご連絡ください。
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。
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。
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旅行会社のご担当者様は、ご予約依頼書および旅程表が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。

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曽原山 1096-439
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/

2021.12.08 「一日プライベートネイチャースキーガイド」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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