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 糸魚川ジオパーク観光ガイドのご案内 

 

● 目的 

  糸魚川ジオパーク観光ガイド（以下「ガイド」という。）は、糸魚川ジオパークを訪れるご利

用者（旅行者）の皆さん（以下「利用者」という。）のご希望により、糸魚川ジオパーク内の

自然風土や歴史、文化等の説明を行い、ご理解を深めていただくことを目的としています。 

 

● 内容 

  ご利用者様の意見を尊重しながらコースを設定します。 

  ※団体利用の場合は事前に提出された行程表によります。 

  ※季節、天候、災害、車両の大きさなどでご案内できない場合があります。 

 

● 案内時間 

9:00～16:00  

※年末年始（12/29～1/3）はガイドのご利用はできません。           

 

● 予約方法 

  ・ガイドを希望する日の７日前までに、別紙申込書に必要事項を記入のうえ、糸魚川市観光協 

会までお申し込みください。 

  ・電話によるお問い合わせは、月～金曜日（土日祝日及び年末年始除く）9:00から 17:00まで 

となります。 

 

● 確認事項 

  (1)案内中の事故（移動中を含む）につきましては、糸魚川市観光協会では一切責任を負いかね

ます。ガイドはあくまで観光案内を責務とし、団体の誘導につきましては、ご同行いただく

旅行幹事の方や添乗員またはバスガイドの方にお願いします。 

(2)派遣を決定したら、ガイドの氏名と集合場所、時間等についてお知らせします。その後、ガ

イドから連絡し、コースや案内の内容について確認します。 

  (3)日程等に変更が生じた場合は、必ず 2日前までに糸魚川市観光協会へ連絡してください。 

  (4)到着を待つ待機時間は 30 分以内とします。交通渋滞、不可抗力でそれ以上遅れる場合は、

必ず担当ガイドへ連絡してください。 

  (5)アンケートにご協力をお願いします。 

 (6)ツアーの安全に鑑み、以下の場合はガイドを中止するものとし、その際には速やかにツアー

連絡担当者にご連絡します。 

   ・ツアー予定日に気象に関する警報が発令されているとき、または警報の有無に関わらず、

ツアー実施には危険な気象状況であるとガイドが判断したとき。 

   ・災害等により、ジオサイトへ安全にアクセスできないとガイドが判断したとき。 

(7)学校団体（修学旅行等）の場合、ガイドの人数に限りがございますので、ご要望にお応えで

きない場合があります。 

 

● お問合せ・お申し込み先 

一般社団法人糸魚川市観光協会 〒941-0061 新潟県糸魚川市大町 1-7-47 

TEL：025-555-7344 FAX：025-555-7364 E-mail：itoigawa-kanko@ae.wakwak.com 

糸魚川ジオパーク 
マスコットキャラクター 

ジオまる 

mailto:itoigawa-kanko@ae.wakwak.com
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ガイド料金 

 

 ●ファミリー、小グループツアー 

 時間別料金（参加者 10名まで、ガイド 1名分） 

時間 料金 

1時間まで 1,000円 

・1時間をこえるごとに 1,000円を加算します。 

・時間に関しては、ガイドの移動時間を含む拘束時間とします。 

 

 ●団体ツアー 

時間別料金（参加者 11名以上 20名まで、ガイド 1名分） 

時間 料金 

4時間まで 4,500円 

4時間を超え 6時間まで 6,000円 

6時間を超え 8時間まで 7,500円 

・参加者が 20名を超える場合は、20名を超えるごとにガイド 1名を追加し、上記の料金表を

もとにガイド人数分の料金とします。 

・時間に関しては、ガイドの移動時間を含む拘束時間とします。 

 

 ●まち歩きツアー 

  時間別料金（参加者 10名まで、ガイド 1名分） 

時間 料金 

1時間 1,000円 

・参加者が 10名を超える場合は、10名を超えるごとにガイド 1名を追加し、上記の料金表を

もとにガイド人数分の料金とします。 

・ガイド時間は 1時間未満でも対応可能ですので、ご相談ください。 

 

●軽トレッキングツアー 

  コース別料金（無雪期、一般ルート 参加者 10名まで、ガイド 1名分） 

ツアーコース 区間（経路） 
【参考】標準時間 

（休憩含む） 
料金 

塩の道 

美山～大野 3～4時間 5,500円 

大野→根知（逆も） 3～4時間 5,500円 

平岩～葛葉峠 3～4時間 5,500円 

白池の森遊歩道 原の館～遊歩道周遊 3～4時間 5,500円 

・参加者が 10名を超える場合は、10名を超えるごとにガイド 1名を追加し、上記の料金表を

もとにガイド人数分の料金とします。 

・上記以外の場所については、ご相談ください。 

・標準時間には休憩の時間は含んでいますが、トレッキング出発地点までの移動時間は含まれ 

ません。 
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●トレッキングツアー 

コース別料金（無雪期、一般ルート 参加者 10名まで、ガイド 2名分） 

ツアーコース 区間（経路） 
【参考】標準時間 

（休憩含む） 
料金 

塩の道 
山口～白池～大網峠 5～7時間 15,000円 

美山→中山峠→根知 4～6時間 15,000円 

海谷渓谷 
三峡パーク～海谷高地 5～7時間 15,000円 

三峡パーク～繰り越し 3～4時間 9,000円 

蓮華の森自然歩道 蓮華温泉～歩道周遊 4～6時間 15,000円 

八十八箇所、強羅 周遊 3～4時間 各 11,000円 

小滝川ヒスイ峡上流部 ヒスイ峡～長栂発電所 4～5時間 11,000円 

戸倉山 原の館～戸倉山山頂 4～6時間 11,000円 

・参加者が 10名を超え 20名までは、ガイド 3名とし、上記料金表の 5割増とします。 

・トレッキングツアーは、1回当たりの参加人数を 20名までとします。 

・上記以外の場所については、ご相談ください。 

・標準時間には休憩の時間は含んでいますが、トレッキング出発地点までの移動時間は含まれ

ません。 

 

※糸魚川ジオパークの見どころ（ジオサイト）情報は、下記のホームページからご覧いただけ

ます。糸魚川ジオパーク協議会 HP：http://geo-itoigawa.com/ 

 

新型コロナウイルス感染症対策のお願い 

・直近 2週間以内に海外渡航された方、首都圏等感染拡大地域に滞在された方、発熱等感染の疑

いのある方は参加をご遠慮願います。 

・1回のツアーにつき、参加は 20名様程度までとさせていただきます。 

・ツアーの種類は、一般コースツアー、トレッキングツアーともお受けいたします。 

・屋内施設でのご説明は省かせていただきます。 

・お客様には、マスク着用、移動車内等での密対策ほか感染防止対策をお願いいたします。 

・参加者全員の氏名、住所等の連絡先をお聞きする場合があります。（個人情報の保護は厳守い

たします）。 

・新型感染症に関わる状況の変化によっては、受付後であっても随時、中止、変更等をお願いす

ることがありますのでご了承ください。 

 ・発熱や咳などの症状、味覚や嗅覚に異常がある方は参加をご遠慮ください。 

・アルコール消毒にご協力をお願いいたします。 

  

 

 

 

 

 

 

糸魚川ジオパーク 
マスコットキャラクター 

ぬーな 
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糸魚川ジオパーク観光ガイド申込書 

申込み日：   年   月   日 

旅行会社及び団体名 
（学校の場合は学年）  

連絡先 

〒 

 

TEL 

FAX 

mail 

担当者名  

当日連絡先 氏名 携帯 

ガイド希望日時 令和   年   月   日（  ）   時   分  ～   時   分 

人数      名（男性   名・女性   名・平均年齢    歳くらい） 

ガイド希望コース 
※行程表がある場合は添付してください。 

待合せ場所・時間 場所：              時間：     時    分   

交通手段 観光バス ・ マイカー ・ 路線バス ・ 電車 ・ その他（       ） 

支払い方法 当日現金（現地でガイドへ支払い） ・ 請求書払い 

領収書 要 ／ 不要  領収書宛名（                      ） 

 

●確認事項 

・ガイドを希望する日の７日前までにお申し込みください。 

・案内中の事故（移動中を含む）につきましては、糸魚川市観光協会では一切責任を負いかねます。 

・ご案内中に発生する入場料や利用料金等に要する費用は、ご利用者の負担となります。 

・食事を伴う場合、ガイドの食事用意は必要ありません。 

・待合せをする場所までのガイドの交通費は、利用者の負担となります。糸魚川市観光協会のある糸魚川駅

前から待合せ場所までの往復距離（1 ㎞ 25 円）とします。 

・最終の確認は担当ガイドからご連絡いたします。 

 

●お問い合わせ・お申し込み先 

 糸魚川市観光協会 〒941-0061 糸魚川市大町 1-7-47（ジオステーションジオパル内） 

TEL：025-555-7344 FAX：025-555-7364 E-mail：itoigawa-kanko@ae.wakwak.com 

 

●受付処理欄（ご回答） 

受付日    年   月   日 受付 No  

担当ガイド氏名  担当ガイド連絡先  

料金  受付担当者  

備考  

 

mailto:itoigawa-kanko@ae.wakwak.com

