
冒険小屋

バックカントリーツアー　2012
『ゲスト一人一人を大切に』
ビギナーからエキスパートまでレベル別の豊富な企画のラインナップを用意しました。
ゲストハウスでは今シーズンの最新ギアやフィールド情報を提供しています。

『クォリティーの高いオペレーション』
群馬、新潟を中心とした広大なバックカントリーエリアです。充実したデータと蓄積された経験で
積雪状態を判断しゲストをベストパウダーへご案内します。（日本雪崩ネットワークJAN Level2修了）

【フリースタイル セッション】
フリースタイルで遊んでいるスキーヤー、スノー
ボーダーの皆様に、バックカントリーの世界を
覗いてもらいたい！
とりあえずゲレンデから少し BC エリアまで行っ
てみよう！そこで自然の地形を遊んで撮影しな
がら楽しもう !

日程　；
第一回　2012/2/5　＠武尊 BC エリア
第二回　2012/3/4　＠神楽 BC エリア
第三回　2012/4/2　＠奥只見 BC エリア

対象　；バックカントリーに興味がある人
集合　：各回のスキー場チケット売り場付近
時間　：8:00 ～ 1５:00 予定
参加費：7,000 円 1 名

　　　　（安全管理、撮影、ガイド、保険）

　　　

【2012　キックオフミーティング】
さあ 2012 シーズンも始まった。一度みんなで集まって今シーズンもよろしくお願いします。そ
して今年のギア情報、エリア情報やパートナー情報など、みんなでシェアしましょう。
日程：2011/12/23　対象；ビギナー O.K.　集合：奥只見丸山スキー場　参加費：無料！

『まずは気軽に初めてみませんか？』
関越を使えば練馬からわずか150kmロケーションで、冒険小屋のツアーゲストは専用ゲストハ
ウスでの前泊が無料でご利用頂けます。ますはイベントに足を運んでみませんか!?

【テレマーク ミーティング】
テレマーカー、スキーヤーで騒ごうぜ！
ナイターエリアでセッション＆ムービー撮影。
今年は 2 月から G3( ジースリー ) やガルモン
トの NewModel の試乗も可能になりました。
二次回パーティーではプロジェクターでムー
ビー見ながら飲みましょう！

日程　；第一回　2012/1/11 （水）決定
　　　　第二回　2012/2/4（土）予定
　　　　第三回　2012/3/3（土）予定
対象　；テレマークに興味がある人
時間　：18:00～21:00 
集合　：冒険小屋ゲストハウス
参加費：無料

※二次回パーティー
■時間 21:00～23:00 ■場所ゲストハウス
■参加費 1,000 円 1 ドリンクでお願いします。



冒険小屋

バックカントリーツアー　2012
常設ツアー
開催期間；2011 年 12 月 18 日（土）－2012 年 5 月中旬

集合場所；冒険小屋ゲストハウス（関越自動車道 水上 IC より約 15 分）

【ビギナーツアー】
とにかくバックカントリーを初めてみたい。自分のレベルが分からないから不安。そんな方は是非ビ
ギナーツアーからご参加ください。基礎的なこと講習しながらツアーを進めていきます。

■主なフィールド ；神楽峰エリア（12 月～ 5 月）、前武尊エリア（1 月～ 4 月）、川場エリア（2 月～ 4 月）
■含まれる内容　；雪崩装備の操作方法 / 雪崩レスキュー / バックカントリーでの滑り方 / ハイクアップでの注意点
　　　　　　　　　/30 ～ 60 分のハイクアップ /20 ～ 30 度の斜面の滑走を 1 ～ 2 本
■持ち物　　　　；滑走道具一式、昼食、飲み物（以下レンタル可能）バックパック、雪崩装備、スノーシュー等
■スタート時間　；冒険小屋ゲストハウス 7:30　　　　　　　■参加費　；10,000 円（ガイド料、保険代）※3

Q; スキー場やフィールドに現地集合で参加できますか？
A; 冒険小屋のバックカントリーツアーは群馬、新潟
を中心とした広大なエリアでのオペレーションが特徴
です。常設ツアーでは「できるだけ良い条件のエリア
をご案内したい」ために、毎日のツアーや定期調査か
ら得られる積雪データの他に、過去の天候から当日の
早朝にベストエリアを判断しています。

全てのゲストの皆様が望んでいる” 今日のパウダー”
は、その日その場所にあるわけではなく狙って行く
ことが大事。だからこそ冒険小屋からベストエリア
へ出発しましょう！

高月泰治 / 日本雪崩ネットワーク Level2
※ご希望のエリアがある場合は予約時にお申し出ください。当日のコン
ディションによって変更の可能性があります。

【ベーシックツアー】
バックカントリーの経験を積んでステップアップしながら楽しみたい。当日までの積雪、天候を判断
して皆さんのレベルに合ったベストのコンディションのパウダーへご案内します。

■主なフィールド ；谷川岳エリア、武尊 / 荒砥エリア、川場エリア、宝台樹エリア、神楽 / 中尾根エリア・雁ヶ峰エリア
■含まれる内容　；ビーコン操作と雪崩レスキューの確認 / バックカントリーでの安全な行動についての説明
　　　　　　　　　/1 時間～２時間のハイクアップ /25 度～ 35 度の斜面の滑走（2-3 本）
■持ち物　　　　；滑走道具一式、昼食、飲み物（以下レンタル可能）バックパック、雪崩装備、スノーシュー等
■スタート時間　；冒険小屋ゲストハウス 7:00　　　　　　　■参加費　；12,000 円（ガイド料、保険代）

※1　前泊サービスは無料でご提供します。（要予約）
※2　送迎サービスも可能です。前日 23:00 までに上毛高原、もしくは水上駅となります。（要予約）
※3　ビギナーツアー グループ割引サービス　2名様以上⇒1,000 円 OFF　4名様以上⇒2,000 円 OFF

【アドバンスツアー】
バックカントリーの経験が増してきたけれども、
もう少し難しいルートにチャレンジしたい方に
向けた内容です。
■主なフィールド ；谷川岳エリア、西黒沢、芝倉沢他、
武尊山 / 西俣沢エリア、川場谷エリア、平標山エリア
■含まれる内容；バックカントリーでのリスクついての
説明、２時間～３時間のハイクアップ、斜度３０度～４
０度の斜面の滑走（2-3 本）
■スタート時間；冒険小屋 6:30
■参加費；15,000 円（ガイド料、保険代）

【エキスパートツアー】
最難クラスのルートにチャレンジしたいコア
に攻めたい方に向けた内容です。皆さんのチャ
レンジしたいルートの積雪、天候を判断して
出発します。
■主なフィールド ；谷川岳、武尊山、苗場山、平標山、
その他ご希望のフィールド
■含まれる内容；4 時間以上のハイクアップ、斜度 45
度以上の斜面、コンディションの判断の説明
■スタート時間；冒険小屋 6:00
■参加費；18,000 円～（ガイド料、保険代）



冒険小屋

バックカントリーツアー　2012
トリップツアー
バックカントリーは色んな山へ旅をしながら楽しむことができるのも魅力。日本中

を廻ってパウダーもザラメ雪も滑りに出かけてみませんか？

【立山　パウダートリップ　/　富山】
2011/11/19～11/20　1 泊 2 日
人気度；★★★★★
集合場所；アルペンルート扇沢駅　長野県大町
スタート時間；7:00
参加費；23,000 円（ガイド料、保険代）
-------------------------------------------

【ニセコ　パウダートリップ　/　北海道】
①2011/12/28～12/31
②2012/1/1～/1/4　3 泊 4 日
人気度；★★★★★
集合場所；千歳空港、その他
スタート時間；9：30
参加費；52,000 円

（ガイド料、保険代、ゲストハウス泊！？）
-------------------------------------------

【みなかみ　パウダートリップ　/　群馬】
2012/1/7～1/9　2 泊 3 日
人気度；★★★★
集合場所；冒険小屋ゲストハウス
スタート時間；9：30
参加費；3,6000 円

（ガイド料、保険代、ゲストハウス泊）
-------------------------------------------

【東谷山　山岳滑走　/　群馬】
2012/3/17　日帰り
人気度；★★★
集合場所；冒険小屋ゲストハウス
スタート時間；7:00
参加費；1,2000 円（ガイド料、保険代）
-------------------------------------------

【平標山　山岳滑走　/　群馬】
2012/3/18　日帰り
人気度；★★★
集合場所；冒険小屋ゲストハウス
スタート時間；6:30
参加費；1,2000 円（ガイド料、保険代）
-------------------------------------------

【至仏山　山岳滑走　/　群馬】
2012/4/21～5/6　日帰り
人気度；★★★★
集合場所；尾瀬第一駐車場
スタート時間；7:30
参加費；1,2000 円（ガイド料、保険代）

◇ベーシック編◇　1 ガイドにつきゲスト 5 名まで

【立山　山岳滑走　/　富山】
2012/5/3～5/5　2 泊 3 日
人気度；★★★★★
集合場所；アルペンルート扇沢駅　長野県大町
スタート時間；6:00
参加費；34,000 円（ガイド料、保険代）
-------------------------------------------

【御岳　山岳滑走　/　長野】
2012/5/12　日帰り
※5/13 の千畳敷カールとの同時参加が勧めです。
人気度；★★★
集合場所；御嶽ロープウェイ
スタート時間；8:00
参加費；13,500 円（ガイド料、保険代）
-------------------------------------------

【富士山　山岳滑走　/　富士宮】
①2012/5/19　日帰り
②2012/5/20　日帰り
人気度；★★★
集合場所；富士宮口
スタート時間；6:00
参加費；13,500 円（ガイド料、保険代）
-------------------------------------------

【乗鞍岳　山岳滑走】
①2012/5/26　②2012/5/27　日帰り
人気度；★★★★
集合場所；乗鞍高原観光センター
スタート時間；7:30
参加費；12,000 円（ガイド料、保険代）
-------------------------------------------

【鳥海山　山岳滑走　/　秋田県】
2012/6/2～6/3　1 泊 2 日
人気度；★★★
集合場所；鳥海荘　http://www.chokaiso.jp/
スタート時間；7:00　※前夜着がお薦め
参加費；28,000 円（ガイド料、保険代）
-------------------------------------------

【月山　山岳滑走　/　秋田県】
2012/6/9～6/10　1 泊 2 日
人気度；★★★
集合場所；未定
スタート時間；7:00　※前夜着がお薦め
参加費；28,000 円（ガイド料、保険代）
-------------------------------------------

お問合せ・ご予約は、電話；0278-72-3744　メール ;booking＠boukengoya．com

群馬県利根郡みなかみ町綱子 57　ガイドカンパニー冒険小屋 / 冒険小屋ゲストハウス



冒険小屋

バックカントリーツアー　2012
トリップツアー
バックカントリーは色んな山へ旅をしながら楽しむことができるのも魅力。日本中

を廻ってパウダーもザラメ雪も滑りに出かけてみませんか？

【立山　パウダートリップ　/　富山】
①2011/11/18～11/20
②2011/11/21～11/23　2 泊 3 日
人気度；★★★★★
集合場所；アルペンルート扇沢駅　長野県大町
スタート時間；7:00
参加費；36,000 円（ガイド料、保険代）
----------------------------------------------

【白馬　パウダートリップ　/　長野】
2012/2/10～2/12　2 泊 3 日
人気度；★★★★
集合場所；白馬　道の駅
スタート時間；7:00
参加費；39,000 円（ガイド料、保険代）
----------------------------------------------

【谷川岳芝倉沢　山岳滑走　/　群馬】
2012/3/11　日帰り
人気度；★★★★
集合場所；冒険小屋　
スタート時間；7:30
参加費；15,000 円（ガイド料、保険代）
----------------------------------------------

【至仏山　ベースキャンプ　/　群馬】
2012/3/17～3/19　2 泊 3 日
人気度；★★
集合場所；冒険小屋ゲストハウス
スタート時間；6:00
参加費；45,000 円（ガイド料、保険代）
----------------------------------------------

【武尊山　山岳滑走　/　群馬】
2012/3/20　日帰り
人気度；★★★★
集合場所；冒険小屋　
スタート時間；6:30
参加費；15,000 円（ガイド料、保険代）
----------------------------------------------

【浅草岳　山岳滑走　/　新潟】
2012/3/24～3/25　1 泊 2 日
人気度；★★★
集合場所；浅草山荘
スタート時間；7:30
参加費；30,000 円（ガイド料、保険代）

◇アドバンス編◇　1 ガイドにつきゲスト 4 名まで

【平標山シッケイ沢　山岳滑走　/　新潟】
2012/4/1　日帰り
人気度；★★
集合場所；冒険小屋　
スタート時間；5:30
参加費；18,000 円（ガイド料、保険代）
---------------------------------------------

【八甲田 / 岩木山　山岳滑走　/ 青森】
2012/4/7～4/8　1 泊 2 日
人気度；★★★★
集合場所；青森空港、その他
スタート時間；9:30
参加費；30,000 円（ガイド料、保険代）
---------------------------------------------

【立山　山岳滑走　/　富山】
2012/4/14～4/15　1 泊 2 日
人気度；★★★★
集合場所；アルペンルート扇沢駅　長野県大町
スタート時間；7:00
参加費；30,000 円（ガイド料、保険代）
---------------------------------------------

【妙高火打山　山岳滑走　/　新潟】
2012/4/21～4/22　1 泊 2 日
人気度；★★★★
集合場所；休暇村妙高笹ヶ峰キャンプ場
スタート時間；8:00
参加費；30,000 円（ガイド料、保険代）
---------------------------------------------

【蓮華温泉　山岳滑走　/　新潟】
2012/4/28～4/29　1 泊 2 日
人気度；★★★★
集合場所；栂池ゴンドラリフト　
スタート時間；8:00
参加費；32,000 円（ガイド料、保険代）

お問合せ・ご予約は、電話；0278-72-3744　メール ;booking＠boukengoya．com

群馬県利根郡みなかみ町綱子 57　ガイドカンパニー冒険小屋 / 冒険小屋ゲストハウス

平日を希望の方は、

お電話、メールでご連絡ください。

1 名様からでも開催は可能です。

お気軽にどうぞ。



冒険小屋

バックカントリーツアー　2012
トリップツアー
バックカントリーは色んな山へ旅をしながら楽しむことができるのも魅力。日本中

を廻ってパウダーもザラメ雪も滑りに出かけてみませんか？

【谷川岳東面　山岳滑走　/　群馬】
2012/3/4　日帰り
人気度；★★
集合場所；冒険小屋ゲストハウス
スタート時間；8:00
参加費；18,000 円（ガイド料、保険代）
---------------------------------------------

【万太郎山　山岳滑走　/　新潟】
2012/3/20　日帰り
人気度；★★★
集合場所；冒険小屋ゲストハウス
スタート時間；7：30
参加費；18,000 円（ガイド料、保険代）
---------------------------------------------

【越後駒ヶ岳　山岳滑走　/　新潟】
2012/3/24～3/25　1 泊 2 日
人気度；★★
集合場所；冒険小屋　
スタート時間；4:00
参加費；38,000 円（ガイド料、保険代）
---------------------------------------------

【巻機山　山岳滑走　/　新潟】
2012/3/31　日帰り
人気度；★★★★
集合場所；冒険小屋ゲストハウス
スタート時間；4:30
参加費；18,000 円（ガイド料、保険代）
---------------------------------------------

【朝日岳　ベースキャンプ　/　群馬】
2012/3/31～4/2　2 泊 3 日
人気度；★★★
集合場所；冒険小屋ゲストハウス　
スタート時間；6:00
参加費；53,000 円（ガイド料、保険代）

◇エキスパート編◇　1 ガイドにつきゲスト 3 名まで

【苗場山　山岳滑走　/　新潟】
2012/4/6～4/7　1 泊 2 日
人気度；★★★
集合場所；冒険小屋ゲストハウス
スタート時間；6：30
参加費；38,000 円（ガイド料、保険代）
---------------------------------------------

【針の木岳　山岳滑走　/　長野】
2012/5/6　日帰り
人気度；★★★★
集合場所；アルペンルート扇沢駅　長野県大町
スタート時間；5：30
参加費；18,000 円（ガイド料、保険代）
---------------------------------------------

【千畳敷　山岳滑走　/　長野】
2012/5/13　日帰り
人気度；★★★
集合場所；菅の台バスセンター駐車場　
スタート時間；6:45
参加費；18,000 円（ガイド料、保険代）
---------------------------------------------

【涸沢　山岳滑走　/　長野】
2012/5/18～5/20　2 泊 3 日
人気度；★★★★
集合場所；沢渡駐車場　
スタート時間；7:00
参加費；46,000 円（ガイド料、保険代）
---------------------------------------------
利根湖カヌー＆ライド　ベースキャンプ　/ 群馬】
2012/5/26～5/27　1 泊 2 日
人気度；★
集合場所；冒険小屋ゲストハウス
スタート時間；7:00
参加費；50,000 円

（ガイド料、保険代、カヌーレンタル）

安全講習会

【バックカントリー安全講習会　基礎編】
2012/1/14～1/15　1 泊 2 日

開催場所；冒険小屋、及びその周辺
参加費；25,000 円（講習費、保険代、宿泊費）
タイムテーブル；
1 日目　9:00-20:00　装備、ナビゲーション、地形
2 日目　8:00-17:00　ツアー実践、まとめ

これから自分でバックカントリーに行きたい。自分で山に行っているけど、わからないことや不安なことがある。そんな方は
是非、この講習に参加して知識と技術を手に入れよう。ビギナーさんは基礎編まで、実践編は BC 経験者が対象です。

【バックカントリー安全講習会　実践編】
2012/1/21～1/22　1 泊 2 日

開催場所；冒険小屋、及びその周辺
参加費；30,000 円（講習費、保険代、宿泊費）
タイムテーブル；
1 日目　9:00-20:00　ツアー実践①、積雪、行動

2 日目　8:00-17:00　ツアー実践②、まとめ



冒険小屋

バックカントリーツアー　2012
ツアーカレンダー　 【11 月～ 3 月半旬】

開始 終了 レベル エリア

11月18日 11月20日 トリップ 立山　パウダートリップ 2泊3日 アドバンス 長野県

11月19日 11月20日 トリップ 立山パウダートリップ 1泊2日 ベーシック 富山県

11月21日 11月23日 トリップ 立山　パウダートリップ 2泊3日 アドバンス 長野県

12月18日 4月15日 常設ツアー ビギナーツアー 日帰り ビギナー 群馬県

12月18日 4月15日 常設ツアー ベーシックツアー 日帰り ベーシック 群馬県

12月18日 4月15日 常設ツアー アドバンスツアー 日帰り アドバンス 群馬県

12月18日 4月15日 常設ツアー エキスパートツアー 日帰り エキスパート 群馬県

12月23日 PRイベント キックオフミーティング 日帰り ビギナー 群馬県

12月28日 1月4日 トリップ ニセコパウダートリップ 3泊4日 ベーシック 北海道

1月7日 1月9日 トリップ みなかみパウダートリップ 2泊3日 ベーシック 長野県

1月11日 PRイベント テレマークミーティング 日帰り ビギナー 群馬県

1月11日 1月13日 セミアー 冒険小屋バックカントリーガイド研修1 2泊3日 アドバンス 群馬県

1月14日 1月15日 セミアー 安全講習会　基礎編 1泊2日 ビギナー 群馬県

1月16日 1月20日 セミアー 冒険小屋バックカントリーガイド研修2 4泊5日 エキスパート 群馬県

1月21日 1月22日 セミアー 安全講習会　実践編 1泊2日 ベーシック 群馬県

1月28日 1月29日 セミアー 冒険小屋バックカントリーガイド研修3 1泊2日 ガイド 群馬県

2月4日 PRイベント テレマークミーティング 日帰り ビギナー 群馬県

2月5日 PRイベント フリースタイルセッション 日帰り ビギナー 群馬県

2月10日 2月12日 トリップ 白馬　パウダートリップ 2泊3日 アドバンス 長野県

3月3日 PRイベント テレマークミーティング 日帰り ビギナー 群馬県

3月4日 PRイベント フリースタイルセッション 日帰り ビギナー 群馬県

3月4日 トリップ 谷川岳東面　山岳滑走 日帰り エキスパート 群馬県

3月11日 トリップ 谷川岳芝倉沢　山岳滑走 日帰り アドバンス 群馬県

3月17日 トリップ 東谷山　山岳滑走 日帰り ベーシック 群馬県

3月18日 トリップ 平標山　山岳滑走 日帰り ベーシック 群馬県

3月20日 トリップ 武尊山　山岳滑走 日帰り アドバンス 群馬県

3月20日 トリップ 万太郎山　山岳滑走 日帰り エキスパート 群馬県

タイトル



冒険小屋

バックカントリーツアー　2012
ツアーカレンダー　 【3 月下旬～ 6 月】

開始 終了 レベル エリア

3月24日 3月25日 トリップ 浅草岳　山岳滑走 1泊2日 アドバンス 群馬県

3月24日 3月25日 トリップ 越後駒ヶ岳　山岳滑走 1泊2日 エキスパート 群馬県

3月31日 4月2日 トリップ 朝日岳ベースキャンプ 2泊3日 エキスパート 群馬県

3月31日 トリップ 巻機山　山岳滑走 日帰り エキスパート 群馬県

4月1日 トリップ 平標山　シッケイ沢 日帰り アドバンス 群馬県

4月2日 PRイベント フリースタイルセッション 日帰り ビギナー 群馬県

4月7日 4月8日 トリップ 苗場山　山岳滑走 1泊2日 エキスパート 群馬県

4月7日 4月8日 トリップ 八甲田/岩木山　山岳滑走 1泊2日 アドバンス 青森県

4月14日 4月15日 トリップ 立山　山岳滑走 1泊2日 アドバンス 富山県

4月17日 4月19日 トリップ 至仏山　ベースキャンプ 2泊3日 アドバンス 群馬県

4月21日 5月6日 トリップ 至仏山　山岳滑走 日帰り ベーシック 群馬県

4月21日 4月22日 トリップ 妙高火打　山岳滑走 1泊2日 アドバンス 新潟県

4月28日 4月29日 トリップ 蓮華温泉　山岳滑走 1泊2日 アドバンス 長野県

5月3日 5月5日 トリップ 立山　山岳滑走 2泊3日 ベーシック 富山県

5月6日 トリップ 針の木岳　山岳滑走 日帰り エキスパート 長野県

5月12日 トリップ 御岳　山岳滑走 日帰り ベーシック 長野県

5月13日 トリップ 千畳敷　山岳滑走 日帰り エキスパート 長野県

5月18日 5月20日 トリップ 涸沢　山岳滑走 2泊3日 エキスパート 長野県

5月19日 5月20日 トリップ 富士山　山岳滑走　富士宮 日帰り ベーシック 静岡県

5月26日 5月27日 トリップ 奥利根湖カヌー＆ライド　ベースキャンプ 1泊2日 エキスパート 群馬県

5月26日 5月27日 トリップ 乗鞍岳　山岳滑走 日帰り ベーシック 長野県

5月26日 5月27日 トリップ 富士山　吉田口　山岳滑走 日帰り エキスパート 山梨県

6月2日 6月3日 トリップ 鳥海山　山岳滑走 1泊2日 ベーシック 秋田県

6月9日 6月10日 トリップ 月山　山岳滑走 1泊2日 ベーシック 山形県

タイトル
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