早めの日程公開で予定も立てやすい！ビィーフリー厳選、日本全国名峰のご紹介

２０２０年
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展望絶景！これから登山を始める方への入門編！

P295

初めての山小屋宿泊登山におススメ！

山梨

八ヶ岳連峰の中心部を縦走！
硫黄岳～横岳～赤岳大縦走

長野

北八ヶ岳の名峰、ご来光を望む
北横岳・縞枯山

２日間

出発日

8/18(火)

旅行代金（お一人様）
山小屋相部屋 39,800 円

【登山中級Ａ】

募 18 名催 10 名ｶﾞｲﾄﾞ有

歩程 1 日目 約 5ｋｍ/約 4 時間 2 日目 約 11 ㎞/約 8 時間
1/各地～水戸ＩＣ(5：00)＝唐沢鉱泉＝（タクシー）＝桜平…夏沢峠……硫黄岳…硫黄岳山荘（泊）
朝弁夕
2/宿＝…奥の院…赤岳…地蔵尾根…行者小屋…南沢…美濃戸口＝＝入浴＝
＝水戸ＩＣ(20：00)～各地
朝弁×

２日間

出発日

旅行代金（お一人様）
山小屋相部屋 37,800 円

10/10(土)

歩程 1 日目 約 7ｋｍ/約 4 時間 2 日目 約 5 ㎞/約 4 時間
1/各地～水戸ＩＣ(5：00)＝麦草峠・・・駒鳥池・・・坪庭・・・北横岳ヒュッテ（泊）
朝弁夕
2/宿＝…雨谷峠…縞枯山…茶臼山…麦草峠＝＝八峰の湯/入浴＝
＝水戸ＩＣ(19：00)～各地

朝弁×

展望絶景！これから登山を始める方への入門編！
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展望絶景！これから登山を始める方への入門編！

群馬

尾瀬ヶ原を望む雄大な景色
日本百名山「至仏山」

群馬

東北最高峰
日本百名山「燧ケ岳」

出発日

旅行代金（お一人様）
山小屋相部屋 38,800 円

７/５(日)

【登山初級Ａ】

募 18 名催 10 名ｶﾞｲﾄﾞ有

歩程 1 日目 約 11ｋｍ/約 6 時間 2 日目 約 7.5 ㎞/約 6.5 時間
1/各地～水戸ＩＣ(7：00)＝戸倉＝＝（シャトルバス）＝＝鳩待峠…山の鼻…竜宮…ヨッピ吊橋…
…山の鼻・至仏山荘（泊）
朝弁夕
2/宿＝…至仏山…鳩待峠＝戸倉＝＝花咲の湯/入浴＝水戸ＩＣ(19：00)～各地
朝弁×

２日間

出発日

旅行代金（お一人様）
山小屋相部屋 37,800 円

１０/６(火)

募 26 名催 16 名ｶﾞｲﾄﾞ有

P299

ロープウェイ利用で雲上のお花畑へ

新潟・長野

色とりどりの高山植物と美しき高層湿地

山梨

富士眺望を楽しむ 秋の恒例登山
金峰山・瑞牆山縦走

出発日

9/25(金)

苗場山縦走

旅行代金（お一人様）
山小屋相部屋 39,800 円

【登山中級Ａ】

募 18 名催 10 名ｶﾞｲﾄﾞ有

歩程 1 日目 約 9ｋｍ/約 5 時間 2 日目 約 7 ㎞/約 4 時間
1/各地～水戸ＩＣ(5：30)＝みつまたスキー場第二 P・・・和田小屋・・・神楽ヶ峰・・・苗場山ヒュッテ（泊）
朝弁夕
2/宿・・・坪場・・（小赤沢コース）・・三合目＝＝小赤沢温泉/楽養館＝＝ﾚｽﾄﾊｳｽ越後＝
＝水戸ＩＣ(17：00)～各地
朝昼×

P300
奈良・三重
3 日間

２日間

旅行代金（お一人様）
山小屋相部屋 39,000 円

出発日 11/3(火・祝)

【登山中級Ｂ】

募 18 名催 10 名ｶﾞｲﾄﾞ有

歩程 1 日目 約 7ｋｍ・約 5 時間
２日目 約 9 ㎞・約 7 時間
1/各地～水戸ＩＣ(6：00) 金峰山荘・・・砂防堤・・・金峰山（2595M）・・・金峰山小屋（泊）
朝弁夕
2/山荘俎ぐら・・・大日岩・・・大日小屋・・・富士見平小屋・・・瑞牆山（2230M）・・・桃太郎岩・・・
みずかき山自然公園 ＝（タクシー）＝増富の湯＝水戸ＩＣ(21：00)～各地
朝昼軽

標高 1400ｍの花畑

＜山梨＞

笛吹桃源郷ウォーキング

蔵王エコーライン雪の壁ウォーク＆一目千本桜

＜群馬＞

尾瀬ケ原フリーハイキング

出発日 4/12（日）
お一人様

出発日

１０,800 円

ウォーキング

歩程約８ｋｍ 時間約 3～４時間
食事朝○・昼○ 現地ガイド無し

朝弁夕

３/宿＝日出ヶ岳（1695）（最高峰）…正木ヶ原…牛石ヶ原…大蛇岩…シオカラ谷吊橋…ビジターセンター…湯治館/昼食・入浴＝

一等三角点の山頂からパノラマ

水ノ塔･篭ノ登山

【ウォーキング】

お一人様

募３８名催２０名ｶﾞｲﾄﾞ有

歩程約７ｋｍ 時間約４時間

歩程約 7ｋｍ 時間約４.5 時間

歩程約 5.5ｋｍ 時間 約 4.5 時間

食事朝○・昼○ 現地ガイド有り

食事朝○・昼○ 現地ガイド有り

6/28（木）・7/17（金）
１1,800 円

登山初級Ａ

2/宿＝二条城…二条城跡…本能寺跡…本能寺…京都御所＝山崎駅付近…宝積寺…
観音寺…天下分け目の天王山…（往復）…山崎駅＝＝水戸 IC（22：30）～各地

吾妻山（252）…鶴巻温泉＝水戸ＩＣ（18：30 頃）～各地

Ｗ４８３

猪苗代湖を見下ろす会津の名峰

Ｗ４８４

＜福島＞

日本百名山 磐梯山

朝弁夕

朝弁弁

石塚サン・トラベル（株）

注）当社の営業日・営業時間内にお申し出頂いた時を基準とします
●出発確定しましたら、ツアー出発日の３日前までにご入金下さい
↓旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
ご来店又は下記口座へお振込でご入金下さい。お振込み用紙は発送しておりません。
航空機
バス旅
日帰り
お手数料はお客様のご負担にてお願い致します。
船・ＪＲ
宿泊
夜行
【お振込先】 口座名義： 石塚サン・トラベル（株）
２０～15日前 ２０％
―
―
14～8日前
２０％
―
常陽銀行 石塚支店
みとしん 袴塚支店
郵便局 記号１０６２０
7～4日前
３０％
―
普）１３５９８７０
普通）１０４１６６９
番号 ３６１４６９５１
３～２日前
３０％
●旅のしおりを発送します。当日のご参加お待ちしております
前日
４０％
出発１週間前を目安に最終日程表をご参加者全員に発送いたします。（遅くとも旅行開始日前）
当日旅行前
５０％
●下記乗車場所よりご希望乗車地をお選び下さい。（途中乗車不可・15 名以上は希望場所受付）
★印の乗車地はツアー専用駐車場有り。ツアー受付時同時予約願います。＜１日につき２００円＞

佐和駅

登山入門

権現山（242）…弘法山（233）…善波峠…

1/各地～水戸ＩＣ(5：00)＝西教寺（明智光秀の菩提寺）＝延暦寺…延暦寺会館（泊）

●ツアー取消料はお一人様につき発生致します

お名前・住所・電話番号・生年月日・希望乗車地をお知らせ下さい。(会員様は会員番号でＯＫ)

勝田駅
西口

９,800 円

食事朝○・昼○ 現地ガイド有り
各地～那珂ＩＣ(6：00)＝あだたら山ロープウェイ++
++山頂駅(1350)…薬師岳…仙女平分岐…安達太良山
(1700）…牛の背…峰の辻…くろがね小屋＝入浴＝
＝那珂ＩＣ(19：00 頃)～各地

２日目 約 7ｋｍ・約 5.5 時間

●お申し込みはお電話で、ツアー番号・出発日と下記詳細をお知らせ下さい

★那珂市
菅谷専用
駐車場

安達太良山

＜福島＞
出発日

旅行企画・実施 茨城県知事登録旅行業第 2-532 号

営業時間 ９：００～１７：００（土・日・祝は休み）
（営業時間を過ぎてからの添乗員緊急電話やＦＡＸによるツアー
お取消し・変更は、翌営業日扱いとなりますのでご了承下さい）
＊詳しい旅行条件書をお渡しします。
事前にご確認の上お申し込み下さい。
＊最少催行人員２０名（特に記載の無い場合）

水戸駅
南口

赤塚駅
南口

★水戸市
専用駐車場
（ﾊﾟｰﾗｰｲﾝﾀｰﾈｯﾄ様Ｐ内）

旅行開始後・
無連絡不参加

食事朝○・昼○ 現地ガイドなし

お一人様

朝弁×

フリーダイヤル ０１２０－３１７０５５

歩程３ｋｍ～ 時間約２時間半

出発日 ３/2５（水）・４/２（木）・５（日）

＝関西空港→→羽田＝＝水戸 IC（21：30）～各地

〒310-0012 茨城県水戸市城東 1-3-17 弓和ﾋﾞﾙ 3 階
総合旅行業務取扱管理者 綿引 薫
企画部 TEL029-303-7650 FAX029-224-0603
▼ツアーお申し込み・お問い合わせはこちら▼

ハイキング初級

＜長野＞

天下分け目の天王山ウォーキング

2/宿＝行者返西…弥山小屋…八経ヶ岳（1915）（大峰山最高峰）…（往復）…行者返西＝心・湯治館（泊）

１１,800 円

歩程フリー 時間 5 時間

Ｗ４８２

弘法山 お花見トレッキング

歩程 1 日目 約 2ｋｍ・約 3 時間

お一人様

Ｗ４８１ 初心者の方におススメ百名山

２日間

朝弁夕

ウォーキング

5/26（火）・6/8（月）・7/11（土）・19（日）

金桜園/甘酒＆お饅頭付＝水戸ＩＣ（19：00 頃）～各地

＜神奈川＞

旅行代金（お一人様）
男女別相部屋 58,800 円

１０,800 円

出発日

各地～水戸ＩＣ(6:00)＝戸倉＝鳩待峠/
尾瀬ヶ原ハイキング（往復）＝戸倉＝入浴＝
＝水戸ＩＣ（20：30 頃）～各地

園…花烏山展望台…八代ふるさと公園…花鳥の里＝

延暦寺・本能寺を歴史ガイドと巡る

出発日 11/15(日)

お一人様

4/11（土）・14（火）

食事朝○・昼○ 現地ガイド有り
各地～那珂ＩＣ（6：45）＝蔵王エコーライン
雪の壁ウォーク＝昼食＝白石川堤一目千本桜＝
＝那珂ＩＣ（18：30 頃）～各地

各地～水戸ＩＣ(７：00)＝笛吹桃源郷ウォーク…福光

紀伊山脈修験道の最奥＆特別天然記念物の秘境
日本百名山二座登頂 大峰山・大台ケ原

1/各地～水戸ＩＣ(5：30)＝羽田→→関西空港＝吉野・金峰山寺（大峰山本来の入口）/観光＝天川村（泊）

▼登山中級（A/B）

標高差 600m 前後／歩行時間 5 時間以上
入門よりも標高差
距離、時間が増える
ﾄﾚｯｷﾝｸﾞｼｭｰｽﾞ以上推奨
参考目安：金時山、那須茶臼岳

＜宮城＞

目の前が富士山！桜の名所を訪ねる

3 日目 約 8ｋｍ・約 5 時間

▼登山初級

標高差 500m 以内／歩行時間 4 時間程度
登山は初めてという方向け、久しぶりに
登山をする方のウォーミング
アップにもおすすめ
参考目安：霊山、一切経山

Ｗ４８０

Ｗ４７５

歩程 2 日目 約 10ｋｍ・約 8 時間

▼登山入門

開通前の雪の壁へ特別入場！

京都

募 18 名催 10 名ｶﾞｲﾄﾞ有

登り下りあり／歩行時間 5 時間以上～
アップダウンが含まれ初級よりも距離が長い
ﾄﾚｯｷﾝｸﾞｼｭｰｽﾞがあると良い
参考目安：西沢渓谷、栂池自然園

Ｗ４７３

大河ドラマのクライマックスを巡る旅

【登山中級Ｂ】

▼ハイキング中級

やや登り下りあり／歩行時間 3～5 時間程度
少々アップダウンがあっても
スニーカーで歩ける程度
参考目安：小田代ヶ原、尾瀬ヶ原

山々冠雪し、桃の花咲き乱れる甲府の春

P301

旅行代金（お一人様）
男女別相部屋 108,000 円

▼ハイキング初級

ほぼ平坦／歩行時間 3 時間程度
初めての山を歩くという方向け
スニーカーで気軽にご参加 OK
参考目安：上高地、沼原湿原

Ｗ４７４

なかなか行く機会のない関西、奈良・三重の名峰を訪ねる

出発日 10/18(日)

▼ハイキング入門

歩程 1 日目 約 4ｋｍ/約 2 時間 2 日目 約 10 ㎞/約 7 時間
1/各地～水戸ＩＣ(7：00)＝＝御池＝＝（シャトルバス）＝＝沼山峠…大江湿原…
…尾瀬沼ヒュッテ（泊）
朝弁夕
2/山荘俎ぐら…燧ケ岳・芝安くら（2356ｍ）…御池＝＝桧枝岐/入浴＝水戸ＩＣ(19：45)～各地
朝昼×

個人登山では難しい新潟～長野の縦走ルート

日本百名山

２０２０年２月発行

標高差 700m 以上／歩行時間 5 時間以上
登山入門や初級を経験された方向け
本格的登山コース
登山靴必須、中級 B は
岩場や鎖場が含まれる
▼登山上級 標高差 500m 以内／歩行時間５時間以上 ＊登山熟達者向け、無人小屋縦走含む 参考：谷川岳、月山、日光白根山

【登山中級Ａ】

P298
２日間

石塚サン・トラベル株式会社

募 18 名催 10 名ｶﾞｲﾄﾞ有

P296
２日間

山旅倶楽部

【登山初級Ａ】

各地～水戸ＩＣ(7：00)＝秦野駅…浅間山…

百名山赤城山系の最高峰
黒檜山～覚満淵

＜群馬＞

出発日 7/31（金）・8/6（木）

出発日

お一人様

お一人様

１２,０00 円

登山初級Ａ

6/20（土）・25（木）
10,800 円

登山初級Ａ

お一人様

6/20（土）・7/21（火）
１２,8０0 円

登山初級Ａ

各地～水戸ＩＣ(6：00)＝高峰温泉前…水ノ塔山/
（2202）…東籠ノ登山/（2227）…池ノ平/周遊
（三方ヶ峰）…P＝入浴＝水戸ＩＣ(19：30 頃)～各地

Ｗ４８５
＜長野＞

長野・菅平高原の眺望とお花畑

花の百名山 根子岳

出発日 7/11（土）・22（水）
お一人様

１４,800 円

登山初級Ａ

歩程約６ｋｍ 時間約４時間

歩程約５ｋｍ 時間約５時間

歩程約８ｋｍ 時間約５時間

食事朝○・昼○ 現地ガイド有り
各地～那珂ＩＣ(5：00)＝第１ゴールドハウス
目黒＝（ゴールドライン）＝八方台…中ノ湯分岐
…弘法清水…磐梯山山頂…お花畑…往路下山＝
＝入浴＝那珂ＩＣ（20：00 頃）～各地

食事朝○・昼○ 現地ガイド有り

食事朝○・昼○ 現地ガイド有り

各地～水戸ＩＣ(7：00)＝黒檜山登山口…黒檜

各 地 ～ 水 戸 Ｉ Ｃ (5 ： 00) ＝ 菅 平 牧 場 … 根 子 岳

山…駒ヶ岳…覚満淵…ビジターセンター＝入浴

（2207）…小根子岳…峰の原駐車場＝入浴＝

＝水戸ＩＣ(18：30 頃)～各地

＝水戸ＩＣ（20：00 頃）～各地

１００％

●催行人員に満たない場合はツアー中止となります
出発日の１４日前までにお電話かハガキでご連絡します

出発日

0120-317055

月～金 9：00～17：00／土・日・祝 休業
＊本パンフレットの写真は全てイメージです

【航空機利用登山】一度は登ってみたい！ベストシーズンに歩こう遠方の百名山を訪ねる旅

【必ずお読みください！】
①寝袋・マットをご持参ください。（レンタルもございます）
②１㎏弱の食料を携行しての登山となります。（４５ℓ以上のザック推奨）

P281

ネイチャーガイド同行・少人数制でチャレンジ！

雌阿寒阿岳

※本コースは山中約２４㎞の長距離を歩き、無人山小屋での宿泊の為に相応の体力が

鹿児島

これぞ屋久島フルコース登山！新高塚小屋宿泊の縦走ルート

阿寒湖を見下ろす絶景

必要となります。お申込みをお断りさせて頂く場合がございますので予めご了承ください。

４日間

世界自然遺産・屋久島「宮之浦岳～縄文杉」

旅行代金（お一人様）
【登山上級】
２～４名 1 室 178,000 円
募１6 名催６名ｶﾞｲﾄﾞ有(2・3 日目)
*1 名様は相部屋受付
歩程 2 日目：約 11ｋｍ/約 9 時間
3 日目：約 13ｋｍ/6 時間
1/各地～水戸 IC(4:30)＝羽田空港✈鹿児島＝南埠頭～ジェットフォイル～宮之浦港＝
＝屋久島環境文化村センター＝宮之浦地区（泊）
宿：民宿やくすぎ荘
朝弁夕
2/宿＝淀川登山口…花之江河登山道…淀川小屋…宮之浦岳（1936ｍ・九州最高峰）…新高塚小屋
（泊）※無人山小屋・寝袋就寝
弁弁弁
3/新高塚小屋…高塚小屋…縄文杉…大株歩道…ウィルスン株…大三杉…楠川分かれ…
…荒川登山口＝宮之浦地区（泊） 宿：民宿やくすぎ荘
弁弁夕
4/宿＝白谷雲水峡/もののけ姫の森まで往復３時間のハイキング＝安房地区/昼食＝安房
港～鹿児島/南埠頭＝鹿児島✈羽田空港＝水戸 IC(23：30 頃)～各地
朝昼×

出発日

源流をたどり大パノラマ山頂へ
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北アルプス連峰、憧れの山

シャクナゲ咲き誇る尾根歩き
奥秩父の雄 甲武信ヶ岳
５/３１（日） 【登山中級Ａ】

長野

壮大なスケールの美しい双耳峰

長野
山梨
２日間

出発日
旅行代金（お一人様）
山小屋相部屋

募１８名催１４名ｶﾞｲﾄﾞ有

1 日目 約 9ｋｍ・約 5.5 時間
２日目 約 8ｋｍ・約６時間

38,800 円

1/各地～水戸ＩＣ(5：00)＝毛木平･･･大山祗神社･･･千曲川源
流歩道･･･甲武信ヶ岳(2475ｍ)・・・甲武信小屋(泊)

朝弁夕

2/甲武信小屋･･･徳ちゃん新道･･･西沢渓谷…不動小屋＝
＝入浴＝水戸ＩＣ(１９:００頃)～各地
朝弁×

３日間

日本百名山

出発日 ７/２７（月）
旅行代金（お一人様）
山小屋相部屋

石鎚山頂上山荘

Ｐ284
岩手

特別天然記念物の花畑

早池峰薄雪草の時期に行く

鹿島槍ヶ岳・爺ヶ岳

2 日間

【登山中級Ａ】

出発日
旅行代金（お一人様）
男女別相部屋（個室不可）

募１８名催１４名ｶﾞｲﾄﾞ有

1 日目 約 4.5ｋｍ・約 5 時間
２日目 約 8.5ｋｍ・約 7.5 時間
56,800 円
3 日目 約 9ｋｍ・約 7 時間
1/各地～水戸ＩＣ(4：30)＝扇沢…柏原新道…種池山荘(泊) 朝 弁 夕
2/種池山荘…爺ヶ岳（2670ｍ）…鹿島槍ヶ岳（2889ｍ）…冷池山荘(泊)
朝弁夕
3/冷池山荘…爺ヶ岳…柏原新道…扇沢＝入浴/昼食＝
＝水戸ＩＣ（19：00 頃）～各地
朝 弁 ×

北上山地の主峰 早池峰山
６/３０（火） 【登山初級Ａ】

39,800 円

募１８名催１４名ｶﾞｲﾄﾞ有

剣山：神話にも登場する雄大な景色

斜里岳：北海道を代表する美しき山容

P287

P288

飛行機利用で行く北海道・さいはての百名山制覇へ！

道東の百名山３座登頂！

北海道
４日間

旅行代金（お一人様）
【登山上級】
男女別相部屋 169,800 円
募 12 名催 10 名ｶﾞｲﾄﾞ有
*1 名様は相部屋受付
歩程 1 日目：約１１ｋｍ/約 7.5 時間 2 日目：約 10ｋｍ/約 8 時間 ３日目：約 7ｋｍ/約 4.5
1/各地～水戸ＩＣ（7：00）＝羽田空港✈女満別又は釧路＝知床五湖/一湖＝ホテル地の涯（泊） 朝 × 夕
2/国民宿舎桂田…弥三吉水…銀冷水…羅臼平…羅臼岳(1661ｍ)…(往路下山)…岩尾別温泉＝緑清荘（泊） 朝 弁 夕
3/斜里＝清岳荘…下二股…上二股…馬の背…斜里岳(1574ｍ)…熊見峠…清岳荘＝
＝雌阿寒温泉野中温泉別館(泊)予定又は同等クラス
朝弁夕
4/雌阿寒温泉…雌阿寒岳(1499ｍ)…オンネト＝(入浴)＝女満別又は釧路✈羽田空港＝水戸ＩＣ(22：30 頃)～各地朝 弁 ×

出発日

8/20(木)

常念岳：山頂の大展望

出発日

9/12(土)

旅行代金（お一人様）
男女別相部屋 45,800 円

【登山初級Ａ】

募 26 名催 18 名ｶﾞｲﾄﾞ有

歩程 1 日目 約 1 時間フリーハイキング ２日目 約 6 ㎞・約 4.5 時間
1/各地～水戸ＩＣ(5：00)＝弥陀ヶ原ホテル…弥陀ヶ原約１時間自由散策コース＝室堂バスターミナル…
…みくりが池温泉 (泊)
2/宿…一ノ越山荘…雄山(3033ｍ)…往復…宿…室堂バスターミナル＝昼食/入浴＝
＝水戸ＩＣ(21：00 頃)～各地

朝弁夕
朝昼軽

P286

絶景の大展望尾根歩き・大雪渓登山・温泉、、、白馬の魅力たっぷり

長野
4 日間

北アルプス連峰の主峰 白馬三山大縦走

出発日 8/7(金)

石鎚山＆剣山
旅行代金（お一人様）
男女別相部屋 148,000 円

【登山中級Ａ】

募 12 名催 10 名ｶﾞｲﾄﾞ有

歩程 1 日目：約 5ｋｍ/約 3 時間 2 日目：約 6ｋｍ/約 3.5 時間：約 1 ㎞/約 1 時間 ３日目：約 7ｋｍ/約 5 時間
1/各地～水戸ＩＣ（4：00）＝羽田空港✈松山空港＝土小屋…二の鎖小屋…二ノ鎖…三ノ鎖…弥山…
…石鎚山……頂上山荘（泊）
朝弁夕
2/頂上山荘…夜明峠…山頂成就社…成就駅+++山麓下谷駅＝いよ西条ＩＣ＝美馬ＩＣ＝（泊）
=剣山登山リフト/見ノ越++西島駅…剣山頂上ヒュッテ(泊)
朝弁夕
3/剣山頂ﾋｭｯﾃ…剣山（1955ｍ）…二浪笈（1930）…丸石…奥祖谷かずら橋＝（昼食・入浴）＝大歩危峡＝
＝高松空港/自由夕食✈羽田空港＝水戸 IC（21：30 頃）～各地
朝弁×

山中は美しき太古のブナ林、山頂は花の楽園

P289

大パノラマを心ゆくまで満喫

P290

知られざる東北の名山 弊社村田添乗員イチオシ！

長野
３日間

槍･穂高連峰の展望
雲海の常念岳･蝶ヶ岳縦走

岩手
秋田
2 日間

ニッコウキスゲ咲き乱れる雲上の楽園
花の百名山 和賀岳

8/2(日)

旅行代金（お一人様）
山小屋相部屋 58,800 円

【登山中級Ａ】

募 18 名催１0 名ｶﾞｲﾄﾞ有

歩程 1 日目 約 7 ㎞・約 6.5 時間 ２日目 約 6 ㎞・約 7 時間 ３日目 約 11 ㎞・約 6 時間
1/各地～水戸 IC(5：00)＝一ノ沢登山口…山ノ神…王滝ベンチ……笠原出合…
…常念小屋（泊）
朝弁夕
2/常念小屋…前常念岳…常念岳（2857）…蝶ヶ岳（2677）…蝶ヶ岳ヒュッテ（泊）
朝 弁 夕
3/山荘…長塀山…長塀尾根…上高地/入浴・昼食＝水戸 IC(19：30 頃)～各地
朝昼×

花々咲く 3000ｍの別天地 立山雄山ご来光登山

9/27(日)

四国の名峰・百名山２座登頂！

歩いてしか出会えないあの風景・あの花たちに逢いたい！夏こそ歩こう行きたい名山

出発日

富山
２日間

出発日

個人では行きにくい四国の百名山へアタック！

1/各地～那珂ＩＣ（6:30）＝八幡平ハイキング＝＝･･･大和坊(泊) 朝 弁 夕
2/宿･･･岳＝＜シャトルバス＞＝小田越…早地峰山頂(1,917ｍ)…(往路下山)･･･小田越…
…＜シャトルバス＞＝入浴・昼食＝那珂ＩＣ（21:00 頃）～各地
朝昼軽

白馬三山大縦走

世界的に有名な絶景の宝庫！一度は登りたい信仰の山

四国
３日間

羅臼岳＆斜里岳＆雌阿寒岳

1 日目 約 3ｋｍ・約 3 時間
２日目 約 5ｋｍ・約 5 時間

一度は登ってみたい憧れの山へ！大パノラマの尾根歩きが魅力の夏山登山
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奥祖谷かづら吊橋

６/９（火）

歩いてしか出会えないあの風景・あの花たちに逢いたい！新たな一年の始まり、早春に行きたい名山
P282

羅臼岳：360°の絶景

旅行代金（お一人様）
山小屋相部屋 83,800 円

【登山中級Ａ】

募１5 名催 7 名ｶﾞｲﾄﾞ有

歩程 1 日目：約 3 ㎞/約 1.5 時間 2 日目：約 4 ㎞/約 5 時間 ３日目：約 10 ㎞/約 6 時間
1/各地～水戸ＩＣ(7：00)＝猿倉･･・白馬尻小屋(泊)
2/白馬尻小屋･･･白馬岳（2932ｍ）…白馬山荘(泊)
3/白馬山荘･･･杓子岳(2812ｍ)･･･鑓ヶ岳（2748ｍ）･･･白馬鑓温泉小屋(泊)
4/白馬鑓温泉小屋･･･小日向ノコル･･･猿倉＝十郎の湯/昼食・入浴＝
＝水戸 IC（19：00 頃）～各地

朝弁夕
朝弁夕
朝弁夕
朝昼×

P291

高山植物が咲き競う稜線からのパノラマビュー

P292

新潟

奥利根源流の秘峰平ヶ岳登山
日本一容易に歩ける荒沢万年雪

山形

2 日間

出発日 ８/２５（火）・１０/３（土） 【登山初級Ａ】
募１８名催１0 名ｶﾞｲﾄﾞ有
旅行代金（お一人様）
２日目 約 8 ㎞・約 6 時間
山小屋相部屋

出発日

7/18(土)

旅行代金（お一人様）
男女別相部屋 45,800 円

募 26 名催 15 名ｶﾞｲﾄﾞ有

歩程 2 日目：約 14 ㎞/約 8 時間
1/各地～那珂 IC(5：30)＝ブナの森ハイキング＝あきた芸術村 温泉ゆぽぽ（泊）
2/ホテル＝真木渓谷…和賀岳（1439ｍ）…往復…真木渓谷＝
＝入浴＝那珂 IC(21：30 頃)～各地

静寂に包まれた信仰の山

羽黒三山全てを巡る
2 日間 湯殿山・羽黒山神社参拝＆月山縦走登山
【登山初級Ｂ】
出発日 ８/１０（月・祝）
旅行代金（お一人様）
基本相部屋/個室お問い合わせ下さい

【登山中級Ａ】

募４０名催２０名ｶﾞｲﾄﾞ有

２日目 約 8 ㎞・約 7 時間

39,800 円

39,800 円

1/各地～水戸ＩＣ(7：00)＝奥只見ターミナル/昼食・散策＝
＝銀山平/荒沢万年雪遊歩道＝銀山平伝之助小屋（泊） 朝 弁 夕
2/宿（早朝発）＝中ノ岐林道＝林道終点手前…玉子石…
平ヶ岳（2141ｍ）…池ノ岳…往路下山…林道出合＝
伝之助小屋＝入浴＝水戸ＩＣ(19：30 頃)～各地 朝 弁 ×

1/各地～那珂ＩＣ(6:00)＝湯殿山神社参拝/参拝と昼食＝羽
黒山・三神合祭殿・五重塔＝休暇村羽黒（泊） 朝 弁 夕
2/宿＝八合目レストハウス…仏生池小屋…月山(1984ｍ)…
頂上小屋…牛首…姥ヶ岳…月山リフト+++リフト下駅…姥
沢＝入浴＝那珂ＩＣ(20:00 頃)～各地
朝弁夕

朝弁夕
朝昼夕

P293

雪化粧の南アルプスを眺めながら歩く

山梨

雲上の日本庭園
鳳凰三山縦走

３日間

出発日 ７/24（金・祝）
旅行代金（お一人様）
山小屋相部屋

【登山中級Ｂ】

募１８名催１０名ｶﾞｲﾄﾞ有

１日目 約８㎞・約５,５時間／２日目 約 5 ㎞・
65,800 円
約４,５時間／３日目 約５㎞・約３,５時間
1/各地～水戸ＩＣ(5:00)＝芦安（乗換）＝夜叉神峠…杖立峠
…苺平…南御室小屋（泊）
朝弁夕
2/宿…薬師岳（2780ｍ）…観音岳（2841ｍ）…地蔵岳（2764
ｍ）…鳳凰小屋（泊）※オベリスクには登りません。朝 弁 夕
３/宿…燕頭山…御座石鉱泉（入浴・昼食）＝
＝水戸ＩＣ(18:00 頃)～各地
朝弁×

