Special Tour
立山 BC ファーストパウダーツアー（ウィーク） ※特別携行品携行
運が良ければ・・・今シーズン最初の極上パウダーを滑ることができます。2500m の立山は 11 月に真
冬となります。タイミングさえ合えば、フッカフカのパウダーです。膝上のディープパウダーも夢ではあ
りません。登りがしっかりありますので、体調を整えて臨みましょう！さあ。今シーズンは何回パウダ
ーを当てられるか。ここからがスタートです。
積雪が十分でない場合は、直前の中止となる場合もあります。また、男女一緒の部屋になります。予
めご了承ください。参加申込の締め切りを開催日の 10 日前とさせていただきます。スキーのサイズは
（太さ）は直前に決定（細めで行く場合もあり）します。
◇日程：

●週末ツアー

11/12・13 11/19・20

●平日リクエスト

11/14-22 期間中の平日 2 日間

◇募集人数：

７名/回

◇最少催行人数：

◇参加条件：

★smac に 1 度以上参加経験のある方

２名

★坂本が特別に参加を認めた者
◇費用：

参加費￥23,000 宿泊費￥9,720（1 泊 2 食：室堂山荘） 交通費約￥9,000（往復）

◇注意：

特別携行品（スキークランポン、アイゼン、ピッケル）の携行が必要になります。
レンタル（有料）あります。現地にてトレーニングを行います。

◇備考：

◎平日１日のみ参加希望：参加費￥14,000/人 (min:2)
◎平日 1 名で 1 日のみ開催：参加費￥27,000

平日 2 日間開催：参加費￥37,000

かぐら＆根子岳・四阿山（あずまやさん）キャット BC ツアー
菅平～根子岳～百名山の四阿山へ楽々アプローチできるキャットを使った、中級者向き BC ツアーで
す。登りが 30 分で総滑走距離約４ｋｍの魅力的なツアー。深雪、パウダーというより、メローなオープ
ンスロープ滑降です。1 日かぐら、1 日キャットツアーで、どちらがツアーとなるか天候により決定しま
す。湯沢往復で交通手段もお気軽に。場合によっては、現地解散（上田駅）も可能です。
◇日程：

3/4・5

◇募集人数： ７名

◇参加条件：

★smac に 1 度以上参加経験のある方

◇最少催行人数： ２名

★坂本が特別に参加を認めた者
◇費用：

参加費￥21,000 （メンバー割引なし） キャット乗車料：￥3,800（リフト代込）
根子岳・四阿山キャット BC ツアーのみの参加費：￥13,000

◇交通費：

湯沢往復追加料金なし

かぐら＆栂池ヘリ BC ツアー
栂池 BC へ行きます。ツアーコースからハイクアップして、2000m 付近のオープンスロープを狙いま
す。お手軽ヘリスキー＋ちょっと登りなので、中級者向きの BC ツアーです。1 日かぐら、1 日ヘリツア
ーで、どちらがヘリとなるか天候により決定します。湯沢往復で交通手段もお気軽に。
◇日程：

3/25・26

◇募集人数： ７名

◇参加条件：

★smac に 1 度以上参加経験のある方

◇最少催行人数： ２名

★坂本が特別に参加を認めた者
◇費用：

参加費￥25,000 （メンバー割引なし） ヘリ搭乗料：￥14,000（予価）
栂池ヘリ BC ツアーのみの参加費：￥16,500

◇交通費：

湯沢往復追加料金なし

乗鞍＆千畳敷 BC ツアー ※特別携行品携行
いよいよ動き出します。SMAC セカンドステージです。登りの距離やスノーコンディションなど、様々な
面でレベルアップします。立山とは少し違う 2500ｍ以上の山へ登りましょう！天気の具合を見ながら、
どちらへ行くか判断します。行き先が急遽変更となる場合もあります。予めご了承ください。
◇日程：

●週末ツアー

4/1・2（乗鞍 3 時間・千畳敷 3 時間登り）
4/22・23（乗鞍 2 時間・千畳敷 3 時間登り）
5/13・14（乗鞍 2 時間・千畳敷 3 時間登り）

●平日リクエスト

4/17-21（千畳敷のみ） 4/24-28 5/8-6/2 期間中の 2 日間

◇募集人数：

７名/回（特別携行品のレンタルにより早期締切有）

◇参加条件：

★smac に 1 度以上参加経験のある方

◇最少催行人数：

２名

★特別携行品の使用経験がある方（事前トレーニング受講者含）
★坂本が特別に参加を認めた者
◇費用：

参加費￥23,000 （メンバー割引なし） 宿泊費：￥9,720（1 泊 2 食：場所未定）
乗鞍（4/1・2）リフト代別、乗鞍（4/22・23、5/13・14）春山バス代別￥2,500（往復）
千畳敷カール交通費別（バス＋ロープウエイ）￥3,900（往復）

◇注意：

特別携行品（スキークランポン、アイゼン、ピッケル）の携行が必要になります。
レンタル（有料）あります。事前トレーニングを受講してください。

◇備考：

◎平日１日のみ参加希望：参加費￥14,000/人 (min:2)
◎平日 1 名で 1 日のみ開催：参加費￥27,000

平日 2 日間開催：参加費￥37,000

立山 BC ツアー ※特別携行品携行
春の立山のシーズンが始まります。かぐらで練習した成果を試しましょう！限りなく広がる壮大な斜面
を存分に楽しみましょう。どこでも滑走可能です。特に、ＧＷ前のきれいな山は幻想的です。3000ｍ級
の山は別世界です。春は立山！誰でも楽しむことができます。どんな人でも満足させてくれます。ＴＨ
Ｅ立山へ行きましょう！
◇日程：

●週末ツアー

4/15・16 5/6・7 5/20・21 5/27・28 6/3・4

●平日リクエスト

4/17-28 期間中の平日 2 日間
5/8-6/2 期間中の平日 2 日間

◇募集人数：

７名/回

◇最少催行人数：

◇参加条件：

★smac に 1 度以上参加経験のある方

２名

★特別携行品の使用経験がある方（事前トレーニング受講者含）
★坂本が特別に参加を認めた者
◇費用：

参加費￥23,000 宿泊費￥9,720（1 泊 2 食：室堂山荘） 交通費約￥9,000（往復）

◇注意：

特別携行品（スキークランポン、アイゼン、ピッケル）の携行が必要になります。
レンタル（有料）あります。事前トレーニングを受講してください。

◇備考：

◎平日１日のみ参加希望：参加費￥14,000/人 (min:2)
◎平日 1 名で 1 日のみ開催：参加費￥27,000

平日 2 日間開催：参加費￥37,000

至仏山 BC ツアー
この時期のみ滑走できる、至福の山です。天候にもよりますが、登った分だけ楽しめます。約３時間
（ゆっくり）の登りがあります。足前によって、「ワル沢」「ムジナ沢」のコースも検討します。湯沢で前泊
してからも行くことが可能です。前後にかぐらのセッションを合わせることも可能です。
◇日程：

●予定ツアー

5/1 5/2

●平日リクエスト

4/24-4/28 の期間中

◇募集人数：

７名/回

◇最少催行人数：

◇参加条件：

★smac に 1 度以上参加経験のある方

２名

★坂本が特別に参加を認めた者
◇費用：

￥11,000/１日 （1 名で開催希望の場合、ダブルチャージ）

◇交通費：

￥3,500÷参加人数 （湯沢・白沢 PA、駐車場代含）

奥只見サイドカントリー
奥只見で携行品なしのサイドカントリーが開催可能です。良く締まった雪質で起伏のあるオフピステ
は、リフトアクセスで効率の良い繰り返し練習ができます。春山 BC ツアーのトレーニングとして最適で
す。仕上げてから、山へ向かいましょう！
◇日程：

●平日リクエスト

3/27-5/19 の期間中 （GW 期間あり）

◇募集人数：

７名/回

◇最少催行人数：

◇費用：

￥9,000/日 （1 名で開催希望の場合、￥12,500）

◇交通費：

￥2,500÷参加人数 （湯沢から）

１名から （参加費が変わります）

●全てのツアーは基本的に現地集合、現地解散となります。前泊で同行または、ピックアップをご希望の場合は、
お問い合わせください。別途交通費がかかる場合があります。

