
登山ガイド・スノーシューガイド・自然体験指導 

～～自然体験のお申し込み・お問合わせは～～ 

一般社団法人嬬恋軽井沢自然倶楽部 受託事業担当 大島義夫まで 

ＴＥＬ&ＦＡＸ：0279-84-2303     携帯電話：090-3224-9765 

Ｅ-mail:sirabiso@sky.sannet.ne.jp 

時間 料金 備考
2時間まで ¥10,000
４時間まで ¥14,000
６時間まで ¥18,000
８時間まで

時間 料金 備考
約1時間 ¥3,000 別途交通費請求の場合あり

時間 料金 備考
４時間まで ¥18,000
６時間まで ¥22,000
８時間まで ¥25,000
８時間以上 ¥30,000

時間 料金 備考
2時間まで ¥15,000
４時間まで ¥18,000
６時間まで ¥22,000

別途交通費請求の場合あり

自然散策ガイド　料金表

1人ガイドにつき1５名まで

登山ガイド　料金

1人ガイドにつき10名まで

スノーシューガイド　料金

1人ガイドにつき10名まで

別途交通費請求の場合あり

別途交通費請求の場合あり

山小屋泊（1日当たり） ¥35,000～40,000
ガイド1人につき5名まで

交通費請求
前泊の場合宿泊費請求

¥22,000

ホテル早朝散策
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自然体験・田舎体験・散策プログラム 

自然体験 自然散策・山野草観察・山菜観察・蝶観察・昆虫観察・きのこ狩り・林業体験・早朝散策・

バードウォチング・スターウォチング・アニマルトラッキング(雪上の足跡観察)・川遊び 

ものづくり 木工クラフト・リース・手打ち蕎麦体験・手打ちうどん体験など 

食の体験 手打ち蕎麦・手打ちうどん・田舎饅頭・芋団子・野生きのこ・山菜・野菜など 

環境教育 ネーチャーゲーム・スライドショーなど

史跡散策 草軽鉄道跡散策・古民家散策(横川坂本宿・嬬恋村三原地区・六合村赤岩地区等)・ 

碓氷峠アプト式軌道跡散策・旧中仙道散策・旧軽井沢史跡散策・火山散策(旧鎌原地区・

浅間園・小浅間山)等 

＊自然体験・田舎体験・散策プログラム等の料金は要相談となります。 

＊縦走登山の場合ガイドの回送費を別途頂きます。 

＊ガイド現地まで片道５０㎞以上は、別途交通費を頂きます。 

＊主催者側で参加者の保険に加入後、ガイドをお請け致します。 

＊キャンセルは催行 7日前までにお願い致します。 

＊嬬恋村観光協会員の場合、規定料金の１０%を割引き致します。 

登山グレード１ 散策コース（行程 2時間～3時間） 

１「池ノ平遊歩道・散策」山野草・紅葉・展望 

（池ノ平駐車場～木道遊歩道一周～池の平駐車場）周回コース 

・高層湿原に多くの山野草が咲き乱れ、花好きなハイカーには願ったりの雲上の散策。

・秋にはナナカマド・カラマツ・オガラバナ・クサモミジ等の紅葉も素晴らしい。

＊コマクサの群落も素晴らしい（7上～8月中旬）

２「高峰山・散策」花の百名山・展望 

（ビジターセンター～山頂～高峰温泉林道～お花畑～ビジターセンター）周回コース 

・２０００m の山頂にこれ程簡単に登れる山は多くはない、素晴らしい展望と咲き乱れる

花々は見事。

＊花を散策するには 6月下旬～9月中旬が望ましい。 

３「万座・破風山、土鍋山・散策」山野草・自然・紅葉・展望・史跡 

（毛無峠～土鍋山～破風山）周回コース 

・素晴らしい景観は一見の価値あり、紅葉も見事。

＊近くには標高１８００ｍの万座温泉 
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4「芳ヶ平・散策」山野草・紅葉 

 （白根レストハウス～芳ヶ平一周～白根レストハウス）往復コース 

・咲き乱れる山野草とナナカマドの紅葉は他に類を見ない程見事。 

 ＊散策終了後、湯釜見学も出来る、麓には日本一の名湯草津温泉 

 

５「小浅間山・散策」自然・紅葉・火山 

 （峰の茶屋~山頂）往復コース 

・初心者、子供、高齢者には安全で最適な山 

・夜の星空観察にも最適な山 

 

６「軽井沢・千ヶ滝・散策」 

 （千ヶ滝駐車場～遊歩道～千ヶ滝）往復コース 

 ・軽井沢で最大の落差を誇る名瀑と苔むした清流も一見の価値あり 

・新緑と紅葉まで長期的に楽しめる自然遊歩道 

 

７「軽井沢・信濃路・散策」自然・紅葉 

 （峰の茶屋～信濃路遊歩道～白糸の滝～竜返しの滝～小瀬温泉）縦走コース 

・みずみすしい雑木やカラマツの林の中を抜け軽井沢の 2名瀑を訪ねる 

・新緑から紅葉まで長期的に楽しめる自然遊歩道 

＊野鳥の宝庫としても人気  ＊他にも多くのコース設定が可能 

 

８「旧碓氷峠遊歩道・散策」自然・史跡・紅葉・展望 

 （旧軽井沢銀座～自然遊歩道～見晴台～熊野神社）縦走コース 

・歴史の旧中仙道をのんびりと歩く 

・見晴台の展望も見事、軽井沢の紅葉も一見の価値あり 

 

９「旧軽井沢史跡・散策」自然と歴史と史跡めぐり 

  （雲場の池～三笠会館～聖パウロ教会～ショウー記念礼拝堂～芭蕉句碑～ 

軽井沢銀座～雲場の池）周回コース 

・史跡をめぐりながら高原の街の趣きを満喫する 

 

１０「石樋・散策」自然・紅葉・川遊び 

  （駐車場～林道～石樋）往復コース 

・水辺の山野草、水辺の昆虫、水辺の野鳥、川遊びが楽しめる、子供に人気 

 

１１「浅間園遊歩道・散策」自然・山野草・火山・展望 

  （駐車場～遊歩道一周）周回コース 

・山野草好きに人気、展望も素晴らしい安全コース 

・小、中学生の火山学習に最適、火山資料館も併設 
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登山グレード２ 初級者コース（行程 3時間～4時間） 

 

１「池ノ平見晴岳、三法ヶ峰・登山」山野草・展望・紅葉・野鳥 

 （駐車場～雲上の丘～見晴岳～三法ヶ峰～池ノ平～駐車場）周回コース 

・展望、山野草・紅葉、野鳥、と欲張りな自然観察が出来る素晴らしいコースです 

＊7 月上旬～8月中旬にはコマクサの群落が見事、麓には鹿沢温泉 

 

２「湯の丸山、コンコン平・登山」自然・山野草・展望 

 （地蔵峠駐車場～コンコン平～山頂）往復コース 

・多くの登山道が整備され季節ごとに楽しめる、季節にはリフトも運行 

・天然記念物の 60万本のレンゲツツジ咲く 6 月中旬～7月中旬が特に良い 

 

3「浅間隠山・登山」日本二百名山 

 （二度上峠～山頂）往復コース 

・一年を通して人気抜群の山 

・山頂からの展望は一級品、ツツジ類が多く咲き誇る 

＊冬山登山の入門コースとしても人気上昇中 

 

４「四阿山・登山」日本百名山 

  （パルコールゴンドラ～山頂）ゴンドラ使用での往復コース 

・ゴンドラでラクラク登る日本百名山 

・初心者でも登れる日本百名山、山頂からの展望も素晴らしい 

 

５「志賀山・登山」 

 （熊の湯登山口～渋池～志賀山～裏志賀山～四十八池～渋池～熊の湯登山口）周回コース 

・素晴らしい風景と自然に満ちた志賀高原の秀峰、展望も良い 

＊麓には志賀の温泉郷 

 

６「岩櫃山・登山」新緑・紅葉・史跡 

 （平沢登山口駐車場～古谷～山頂～岩櫃城跡～平沢登山口駐車場）周回コース 

・岩と展望、木々の彩りに歴史を秘めた吾妻の名峰 

・吾妻八景を代表する景観地、特に秋の紅葉は素晴らしい 

 

７「八間山・登山」山野草・展望 

 （野反湖富士見平~シラネアオイ群生地～山頂～北登山道～野反湖畔）縦走コース 

・日本離れした風景と雰囲気をもつ、人気の一座 

・多くの山野草が咲き乱れる、6月中のシラネアオイの群生は見事 

＊近くには一度は訪れたい秘湯の尻焼き温泉 
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 ８「嵩山・登山」山野草・自然 

（登山口駐車場～天狗の広場～不動岩～経塚～山頂～経塚～登山口駐車場）周回コース 

  ・吾妻八景の景観と秘話伝説の霊山 

  ・変化に富んだ岩山に咲く花々は素晴らしい 

 

 ９「碓氷峠・アプト式軌道跡・散策」 

  （横川駅鉄道村～トロッコ電車～トンネル～碓氷湖～メガネ橋）往復コース 

・歴史的構造物と自然がマッチした素晴らしい散策コース 

・紅葉、新緑期、花期は特におすすめ 

 

登山グレード３ 中級者コース（行程４～6時間） 

 

１「白根山」日本百名山 

 （白根レストハウス～林道～空釜～分岐～最高点~分岐～鏡池～ゴンドラ駅舎～ 

逢ノ峰側道～白根レストハウス）周回コース 

・変化に富んだコースは、草花も豊富、展望も素晴らしく、雰囲気も良い 

・７月、８月のコマクサ群落は一見の価値あり、花好きな登山者には大人気 

 ＊麓には日本一の名湯草津温泉 

２「黒斑山・登山」花の百名山 

 （車坂峠～表コース～トーミーの頭～山頂～分岐～中コース～車坂峠）周回コース 

・展望、花、雰囲気とれをとっても一級品の名峰 

・白銀の浅間の展望が素晴らしく、冬山登山にも人気 

 

３「芳ヶ平・登山」湿原・山野草・火山・展望 

 （渋峠～だまし平～芳ヶ平湿原一周～展望台～草津分岐～白根レストハウス）縦走コース 

・広々とした高原の散策コース、沢山の花々との出会い、生々しい火山の爪あと等変化に

富んだ素晴らしいコース 

・秋のナナカマドの紅葉は他に類を見ないほど素晴らしい 

 

３「鼻曲山・登山」展望・山野草・自然・新緑 

 （二度上峠～氷妻山～鼻曲山～乙女登山道～長日向）縦走コース 

・自然に満ち溢れた登山道では、ミツバツツジ、ヤマツツジ、レンゲツツジ、 

 レンゲショウマ等の花々で素晴らしい軽井沢の名峰 

 

４「篭ノ登山、水ノ塔山・登山」展望・山野草・自然 

 （高峰温泉～水ノ塔～篭ノ登～籠ノ登～篭ノ登～池ノ平）縦走コース 

・尾根からの展望は素晴らしい 

・登山道に咲く山野草も種類が豊富で素晴らしい 
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５「湯の丸山、烏帽子岳・登山」展望・山野草・自然 

 （地蔵峠～コンコン平～湯の丸山頂～烏帽子鞍部～尾根取付き～烏帽子山頂～烏帽子鞍部 

  ～迂回登山道～キャンプ場～地蔵峠） 

・草花、展望等に恵まれた人気コース 

  

７「岩菅山・登山」日本二百名山 

 （東館山ゴンドラ～金山沢ノ頭～ノッキリ～山頂～分岐～アライタ沢～ 

アライタ沢登山口）周回コース 

 ・大きな山容と展望を誇る志賀高原の名峰、草花も豊富で素晴らしい 

 ＊麓には、多くの温泉が湧き山の疲れを癒す 

 

8「根子岳・登山」花の百名山 

 （菅平牧場登山口～山頂～小根子岳～米子分岐～峰の原登山口）縦走コース 

・花の群落を巡る山旅、展望も素晴らしい、日本離れした風景も人気 

 

９「荒船山・登山」日本二百名山 

 （内山峠～一杯水～艫岩～経塚山）往復コース 

 ・荒波を行く船のような特異な山容、近寄るとそそり立つ岩壁に圧倒されす 

・新緑、紅葉の季節は特に素晴らしい 

＊麓には、山の疲れを癒す名湯、荒船の湯 

 

１０「榛名山・登山」日本二百名山 

（町営駐車場～硯岩～山頂～杖の神峠～杖の神林道～町営駐車場）周回コース 

・榛名山群の最高峰からの外輪山と湖の展望 

・麓には群馬の名湯伊香保温泉 

 

１１「表妙義山自然探索路・登山」日本二百名山 

  （市営駐車場～妙義神社～第二見晴～東屋～第四石門～関門入口）縦走コース 

  ・奇岩、怪岩が林立する日本三奇勝 

・サクラと紅葉時期は一見の価値あり 

  

１２「御座山・登山」日本二百名山 

  （白岩登山口～見晴台～山頂～不動の滝～栗生登山口）縦走コース 

・展望抜群の佐久高原の名峰、シャクナゲが見事、秋の紅葉も素晴らしい 

・渋好みな登山者向きの名峰として人気 

 

１３「谷川岳」日本百名山 

  （ロープウエー駅～熊穴沢避難小屋～肩の小屋～トマの耳～オキの耳）往復コース 

・誰もが知る、日本の名峰・山野草・展望・雰囲気どれをとっても一級品 

・特に夏の草花と秋の紅葉は素晴らしい 

＊ 麓には、名湯谷川温泉 
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１４「稲包山・登山」展望・紅葉・新緑 

  （奥四万湖登山口～赤沢山～稲包山）往復コース 

  ・名湯、名山に囲まれ美しい山容と大展望が人気の隠れた名峰 

・秋の紅葉は一見の価値あり  ＊麓には名湯、四万温泉 

１５「赤城山・登山」日本百名山 

  （大沼湖畔駐車場～駒ケ岳登山口～駒ヶ岳～大ダルミ～黒檜山～展望台～猫岩～ 

黒檜山登山口～大沼湖畔駐車場）周回コース 

  ・気軽に安全に登れる日本百名山、特にツツジの時期と紅葉の時期は素晴らしい 

 

１６「子持山・登山」花・展望・紅葉 

  （子持神社～獅子岩～子持山～大ダルミ～子持神社）周回コース 

・趣のある群馬の里山、全山ツツジが咲き乱れる、紅葉時期も素晴らしい 

 

１７「十二ヶ岳、小野子山・登山」群馬百名山 

  （赤芝登山口～天然記念物ツツジ～小野子山～中岳～十二ヶ岳～展望台～ 

小野上登山口）縦走コース 

・群馬百名山２座を縦走する欲張りコース、特に新緑とツツジが素晴らしい 

＊ 麓に、名湯小野子温泉 

 

登山グレード４ 上級者コース（行程６～８時間） 

 

１「浅間山・登山」日本百名山 

 （天狗温泉～火山館～前掛山分岐～シエルター～浅間山:前掛山）往復コース  

・誰もが知る、日本の名峰・山野草・展望・雰囲気どれをとっても一級品 

  ・生々しい火山の爪あとをのこす山容は他に類を見ない 

 ・晴れた日には日本百名山が４０座以上望める 

＊麓に秘湯の天狗温泉 

 

２「四阿山、根子岳・登山」日本百名山・花の百名山 

 （菅平牧場～根子岳山頂～十ヶ原～四阿山～中四阿山～菅平牧場）周回コース 

  ・日本百名山と花の百名山を巡る山旅、展望、花、紅葉が素晴らしい。 

＊花好きの登山者には人気抜群 

 

３「白砂山・登山」日本二百名山 

 （野反ダム登山口～地蔵峠～堂岩山～白砂山～堂岩山～八間山～富士見峠）縦走コース 

・山、湖、展望、花、紅葉どれをとっても一級品の日本二百名山 

＊ 下山後は、河原に天然温泉の湧く尻焼き温泉入浴も楽しみの一つ 
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登山グレード５ 健脚者コース（行程８時間～） 

 

１「浅間山、黒斑山・登山」日本百名山・花の百名山 

（車坂峠～黒斑山～Ｊバンド～湯ノ平分岐シエルター～浅間山:前掛山～ 

湯ノ平分岐～火山館～天狗温泉）縦走コース 

・誰もが知る、日本の名峰・山野草・展望・雰囲気どれをとっても一級品 

  ・生々しい火山の爪あとをのこす山容は他に類を見ない 

 ・晴れた日には日本百名山が４０座以上望める 

 

２「四阿山、根子岳、浦倉山・登山」日本百名山・花の百名山 

（菅平牧場～根子岳山頂～十ヶ原～四阿山～ゴンドラ駅分岐～浦倉山～野地平～ 

パルコール駐車場）縦走コース 

・数座を一度に走破するロングコース、自然、展望素晴らしい 

 

３「浦倉山、土鍋山・破風山・登山」自然・紅葉 

 （パルコール駐車場～野地平～浦倉山～鞍部～土鍋山～破風山～毛無峠）縦走コース 

・長野と群馬の県境尾根を縦走するロングコース 

 

  

スノーシュー・グレード１ 散策コース（行程 2時間～3時間） 

 

１「池ノ平・スノーシュー」 

 （湯の丸スキー場リフト～林道～池ノ平登山口～池ノ平～三法ヶ峰）往復コース 

 

2「高峰山・スノーシュー」 

 （ビジターンター～粒ヶ原～高峰山）往復コース 

 

３「小浅間山・スノーシュー」 

 （峰ノ茶屋～浅間分岐～小浅間東方～小浅間西峰）往復コース 

 

４「万座母樹林・スノーシュー」 

 （万座母樹林入り口～一周コース）周回コース 

 

スノーシュー・グレード２ 初級者コース（行程 3時間～4時間） 

 

１「湯ノ丸山・スノーシュー」 

 （地蔵峠～コンコン平～湯ノ丸山～北峰）往復コース 
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２「烏帽子岳・スノーシュー」 

 （地蔵峠～キュンプ場～鞍部～尾根付～烏帽子岳） 

 

３「白根山・スノーシュー」 

 （白根ゴンドラ～林道～弓池～地蔵岳）往復コース 

 

４「バラキ水源の森・スノーシュー」 

 （東海大入り口～分岐～石樋～水源の森）往復コース 

 

５「浅間隠山・スノーシュー」 

 （二度上峠～浅間隠山）往復コース 

 

６「的岩・スノーシュー」 

 （鳥居峠～的岩））往復コース 

 

スノーシュー・グレード３ 中級者コース（行程 3時間～4時間） 

 

１「黒斑山・スノーシュー」 

 （車坂峠～表コース～トーミーの頭～山頂～分岐～中コース～車坂峠）周回コース 

 

２「鼻曲山・スノーシュー」 

 （二度上峠～氷妻山～鼻曲山）往復コース 

 

３「芳ヶ平・スノーシュー」 

（白根ゴンドラ～林道～弓池～芳ヶ平）往復コース 

 

４「白根山展望台・スノーシュー」 

 （白根ゴンドラ～空釜～展望台）往復コース 

 

５「池ノ平一周コース・スノーシュー」 

 （駐車場～湯の丸スキー場リフト～林道～池ノ平入り口～雲上の丘～見晴岳～ 

三法ヶ峰～池ノ平～池ノ平入り口～林道～スキー場～駐車場）往復コース 

 

６「根子岳」 

 Ａ（菅平牧場～根子岳）往復コース  

 Ｂ（リフト～根子岳）往復コース 
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