
ガイド料⾦表　2022.8.14〜 Guiding Price List
基本料⾦＋追加料⾦＋ガイド経費の総額を、お客
様全員で均等割りしてお支払いいただきます。

Total price of Basic fee+Optional
Fee+Guide's Expenses is split by all the
clients.

消費税10%が含まれています。 Consumption tax (10%) is included.
モンベル会員割引 基本料⾦合計額の5% Mont-bell Discount 5% of the total basic fee
基本料⾦（税込） Basic Fee (including tax) 
内容 Item Price (Yen)
⽇本語市街地ガイド、半⽇（〜4h） Japanese City Guide, Half day (~ 4h) 20,350
⽇本語市街地ガイド、1⽇（〜8h） Japanese City Guide, 1 day (~ 8h) 30,800
英語市街地ガイド、半⽇（〜4h） English City Guide, Half day (~ 4h) 27,500
英語市街地ガイド、1⽇（〜8h） English City Guide, 1 day (~ 8h) 41,800
⽇本語登⼭ガイド、半⽇（〜4h） Japanese Mountain Guide, Half day (~ 4h) 23,100
⽇本語登⼭ガイド、1⽇（〜8h） Japanese Mountain Guide, 1 day (~ 8h) 35,000
英語登⼭ガイド、半⽇（〜4h） English Mountain Guide, Half day (~ 4h) 36,300
英語登⼭ガイド、1⽇（〜8h） English Mountain Guide, 1 day (~ 8h) 55,000
ボッカ、1⽇（〜8h）~15kgまで Luggage Carrier, 1 day (~ 8h) ~15kg Max. 22,000

⻑期割引 4⽇め以降分のみ、基本料⾦の10% Long-term Discount from 4th day, 10% of
the basic fee

追加料⾦（税込） Optional Fees (including tax)
内容 Item Price (Yen)
冬季条件 (12/1~4/15)（1⽇あたり） Winter Season (December 1 to April 15)(per day) 11,000
テント (1泊あたり） Tent stay (per night) 11,000
難路（1⽇あたり） Difficult Trail (per day) 16,500
ガイド拘束費⽤（悪天候で移動不可、等）（1⽇あ
たり）

Keep a guide in a mountain area (ex. On
bad weather) (per day) 22,000

前⽇に現地入りし待機する場合（別途宿泊費実費
が必要です）

Arrive at the site the day before and on
standby 16,500

事前に予備⽇を確保。予定⽇に加え予備⽇にもガイ
ドを実施した場合は、差額のみ追加支払いとなりま
す。予備⽇だけをキャンセルすることはできません。

Setting up spare day in advance. If guiding
is done in addition to the planned day, only
difference from actual guiding fee will be
paid. Spare day can be canceled only with
main schedule.

50% of 1day
price

超過時間 extened time 10% of 1 day
per 2hour

ガイド経費 (税込) Guide's Expenses (including tax)
内容 Item Price (Yen)
交通費 1回あたり　（片道　100㎞未満） Transportation (~100km oneway) 5,500
交通費 1回あたり　（片道　100㎞以上150㎞未 Transportation (100~150km oneway) 8,250
交通費 1回あたり　（片道　150㎞以上） Transportation (150km~ oneway) 11,000
交通費 その他特別な場合　実費 Transportation (other special cases) actual expenses

前泊が必要な場合の宿泊費 実費 Accommodation Fee for spending one night
ahead actual expenses

ガイド宿泊費 1泊2食　実費 Accomodation 1 night with 2 meals actual expenses
about 15,000

朝食抜きの宿泊の場合、朝食代として If accomodation is without breakfast 1,100
夕食抜きの宿泊の場合、夕食代として If accomodation is without dinner 2,200

注︓ガイドの昼食代は基本料⾦に含まれます Note: Basic fee includes lunch fee for a
guide. --


