２０２２年

山旅倶楽部

石塚サン・トラベル株式会社
２０２２年３月発行

▼ハイキング入門

▼ハイキング初級

▼ハイキング中級

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

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

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

▼登山入門

▼登山初級

▼登山中級（A/B）

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

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

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

「1 人２席利用」確約予約 受付中！

ビィーフリーツアー
新しい旅の基準
＊新型コロナウイルス感染予防に対する当社の取り組みとお客様へのお願いについては別紙をご参照下さい。

GoTo トラベルキャンペーンについて

本チラシ制作時点で GoTo トラベル事業の再開情報が未確定のため、本紙では GoTo トラベル事業割引適用前の旅行代金にて表記しております。事業が再開された場合
は、割引を適用できるようにいたします。詳細が決まり次第個別にご案内いたします。予めご了承ください。 ＊お取消料は本紙掲載の「旅行代金」を基準として所定の取消料を申し受けます。

Ｗ５４３ 標高 1400ｍの花畑５時間滞在！

尾瀬ヶ原ハイキング

＜群馬＞
出発日
お一人様

お１人様＜３０００円×日数＞の金額アップで、バス座席
お１人様２席利用を確約！相席無しでゆったりご利用頂け
ます。お申込みの際に「１人２席利用希望」とお伝えください。

6/3(金)・21(火)・7/3(日)
ハイキング初級

14,800 円

Ｗ５４４ カタクリ咲き誇る湯沢の名山・温泉付 Ｗ５４５

坂戸山

＜新潟＞
出発日
お一人様

4/21(木)・24(日)

14,800 円

登山入門

＜栃木＞

季節のお花と歩く
小田代ヶ原ハイキング

出発日 5/24(火)・6/5(日)・7/20(水)
お一人様

9,800 円

ハイキング入門

Ｗ５４６ 高尾山～相模湖縦走お花見コース

奥高尾縦走トレッキング

＜東京＞

4/10(日)・19(火)

出発日

お一人様 15,500 円

登山初級 A

現地ガイド有り（又は弊社山旅スタッフ）

現地ガイド有り（又は弊社山旅スタッフ）

現地ガイド有り（又は弊社山旅スタッフ）

現地ガイド有り（又は弊社山旅スタッフ）

歩程約 6ｋｍ・５時間標高差約 200ｍ
各地～水戸ＩＣ（6:00）＝鳩待峠…尾瀬ヶ原…
…フリーハイキング/たっぷり５時間…鳩待峠＝
入浴＝水戸ＩＣ（20:30）～各地
朝弁×

歩程約 4ｋｍ・約４時間 標高差約 200ｍ
各地～水戸 IC(6:00)＝薬師尾根コース…
…坂戸山（634ｍ）…城坂コース＝入浴＝
＝水戸 IC(19:00 頃)～各地 朝 弁 ×

歩程約８ｋｍ・約 3 時間・ほぼ平坦
各地～水戸ＩＣ（7:00）＝湯滝Ｐ…小田代ヶ原ハイキ
ング…竜頭の滝Ｐ＝ろまんちっく村/自由入浴＝水戸
ＩＣ（18:00）～各地 朝 弁 ×

各地～水戸ＩＣ（6：00）＝高尾山麓++〈ｹｰﾌﾞﾙｶｰ〉++
…高尾山（599ｍ）…城山（670ｍ）…相模湖＝さっぱり

Ｗ５４８ 榛名山最高峰＆伊香保温泉入浴

Ｗ５４９ ツツジ咲き誇る赤城山・最高峰 Ｗ５５０ ロープウェイ利用で関東最高峰へ！

Ｗ５４７
＜群馬＞

山一面の桜と奇岩の絶景
上毛三山 妙義山トレッキング

出発日

4/13(水)・4/18（月）
お一人様 13,800 円 登山初級Ｂ

上毛三山 黒檜山＆覚満淵
5/24(火)・6/4（土）

＜群馬＞ 上毛三山 掃部ヶ岳
出発日 5/18(水)・5/31(火)

＜群馬＞

お一人様 13,500 円

お一人様 13,500 円

登山初級 A

出発日

登山初級 A

歩程 9ｋｍ・約 4 時間半 標高差約 500ｍ

入浴＝水戸 IC(19:00 頃)～各地

朝 弁 ×

日光白根山

＜群馬＞
出発日

7/6(水)・7/23（土）
お一人様 15,800 円 登山初級 A

現地ガイド有り（又は弊社山旅スタッフ）

現地ガイド有り（又は弊社山旅スタッフ）

現地ガイド有り（又は弊社山旅スタッフ）

現地ガイド有り（又は弊社山旅スタッフ）

歩程約 4.5ｋｍ・4 時間 標高差約 500ｍ

歩程 6ｋｍ・4 時間半 標高差約 300ｍ

歩程 5ｋｍ・約 4 時間 標高差約 500ｍ

歩程 6ｋｍ・4 時間半 標高差約 600ｍ

地～水戸 IC(6:30)＝中之岳神社…石門…
…鉄はしご…妙技神社＝温泉入浴＝
＝水戸 IC(18:00 頃)～各地 朝 弁 ×

Ｗ５５１ 一度は行きたい絶景の山頂！

安達太良山ぐるっと一周登山

＜福島＞
出発日
お一人様

5/29(日)・6/9(木)

14,800 円

登山初級 A

現地ガイド有り（又は弊社山旅スタッフ）
歩程約 9ｋｍ・約 4 時間
標高差登り 350ｍ・下り 750m
各地～那珂ＩＣ(6:00)＝ロープウェイ…
…安達太良山（1718ｍ）…くろがね小屋…
…登山口＝入浴＝那珂ＩＣ(19:00 頃)～各地 朝 弁 ×

各地～水戸ＩＣ(７：０0)＝榛名吾妻荘…硯岩… 各地～水戸ＩＣ（7：00）＝赤城神社…黒檜山（1827）…
掃部ヶ岳(1449ｍ)…西嶺…耳岩…杖ノ神峠…
…駒ヶ岳…覚満淵…ビジターセンター＝さっぱり入浴＝
…榛名湖畔＝伊香保温泉/入浴…
＝水戸 IC(18:30 頃)～各地
朝 弁 ×
＝水戸ＩＣ（１８：２０）
朝弁×

Ｗ５５２ 少人数限定募集！完全予約制の登山道 Ｗ５５３ ２つの湖の眺望とキスゲの園
＜福島＞ 猫魔ヶ岳＆雄国沼
＜埼玉＞
日本百名山 両神山
6/19(日)・6/24(金)

出発日 5/28（土）

出発日

お一人様 16,800 円

お一人様 15,800 円

登山中級Ｂ

現地ガイド有り（又は弊社山旅スタッフ）

登山中級 A

現地ガイド有り（又は弊社山旅スタッフ）
歩程 12ｋｍ・4 時間半

各地～水戸ＩＣ（6:00）＝日光白根山ロープウェイ
…日光白根山（2578）…ロープウェイ＝
＝さっぱり入浴＝水戸ＩＣ（20:30）～各地 朝 弁 ×

Ｗ５５４
＜福島＞
出発日
お一人様

絶景の山頂へ最短ルートで行く
日本百名山 磐梯山
7/3(日)
15,800 円

登山中級 A

現地ガイド有り（又は弊社山旅スタッフ）

歩程約８ｋｍ・4 時間 標高差 650ｍ
各地～那珂 IC(5:00)＝八方台登山口…
標高差登り 200ｍ 下り 500m
標高差 800ｍ
…中ノ湯分岐…弘法清水…磐梯山(1816m)
各地～那珂ＩＣ(6：30)＝八方台…猫魔ヶ岳
各地～水戸 IC（5：30）＝白井差…
…お花畑…八方台＝さっぱり入浴＝
…両神山（1723ｍ）…白井差＝入浴＝ （1403）…猫岩…雄国沼一周…雄子沢登山口
＝水戸 IC(20:45 頃)～各地 朝 弁 × ＝裏磐梯/入浴＝那珂ＩＣ（１８：２０） 朝 弁 × ＝那珂 IC(20:00 頃)～各地 朝 弁 ×
歩程 7ｋｍ・5 時間半

平地では見られない花や絶景が待っている！初心者や久しぶりの方へオススメしたい厳選山旅♪

P３３５

初めてのみちのく花の山歩きにおすすめ

P３３６

秋田

まばゆいばかりの美しきお花畑

２日間

奥羽の名山 ｢八幡平･秋田駒ケ岳｣

美ヶ原高原の絶景温泉宿に宿泊
２日間
霧ヶ峰・美ヶ原高原・蓼科山
出発日 ８/１０(水) 【登山入門】

出発日 ６/２２(木)
旅行代金（お一人様）
２名～４名１室 (１名様基本相部屋)

【登山初級Ａ】

募 1８名催１４名ｶﾞｲﾄﾞ有
1 日目 約 5ｋｍ・約 2.5 時間 標高差：100ｍ
２日目 約 7ｋｍ・約 4 時間 標高差：350ｍ

49,800 円
①/各地～那珂ＩＣ（6：00）＝黒谷地湿原…源太森…
…八幡沼…八幡平＝田沢湖高原温泉（泊）
宿／プラザホテル山麓荘
朝弁夕
②/宿…＜シャトル利用＞八合目…秋田駒ケ岳(1637ｍ･
高山植物のお花畑)…八合目＜シャトル利用＞＝入浴＝
＝那珂ＩＣ（21:00 頃）～各地
朝弁軽

P３３８

バスツアーならではの縦走ルート

静岡

アマギシャクナゲ咲き誇る伊豆の名峰！

２日間

日本百名山 天城山

出発日 ５/２２(日)
旅行代金（お一人様）
男女別相部屋

【登山初級Ａ】

募１８名催１0 名ｶﾞｲﾄﾞ有
1 日目 約 7 ㎞・4 時間
標高差：350ｍ
2 日目 約 10 ㎞・7.5 時間 標高差：400ｍ

49,800 円
①/各地～水戸ＩＣ(5：30)＝だるま山高原…金冠山（812）…
…達磨山（万太郎岳）（981）…伽藍山（867）＝
＝伊豆天城温泉郷（泊）
宿：富士見山荘同等
朝 弁 夕
②/宿＝八丁池口…万三郎岳（1405）…万次郎岳（1299）…
…天城高原＝伊東温泉/入浴＝
＝水戸ＩＣ(20：30 頃)～各地
朝 弁 ×

これから登山を始める方への入門編！

長野

募 1８名催１４名ｶﾞｲﾄﾞ有

旅行代金（お一人様）
２名～４名１室

霧ヶ峰：約 4ｋｍ・2 時間 標高差：150ｍ
美ヶ原：約 4ｋｍ・2 時間 ほぼ平坦
蓼科山：約 5ｋｍ・4 時間 標高差：650ｍ

35,000 円
(個室２０００円増)

①/各地～水戸ＩＣ(7：00)＝霧ヶ峰（百名山）・車山肩…
…車山（1924ｍ）＝美ヶ原（百名山）…山本小屋…美しの塔…
王ヶ頭（2034ｍ）…ホテル山本小屋（泊）
朝 弁 夕
②/宿＝蓼科７合目（百名山）…将軍平…蓼科山(2530ｍ)…
…往路下山…蓼科山７合目＝入浴＝水戸ＩＣ(19：30)～各地
朝 昼 ×

P３３９

花の尾瀬ヶ原たっぷり滞在＆宿泊

P３３７

人気の白馬山系・眺望抜群ハイキング

晩夏の花と秋めく雲上の自然園
２日間
白馬八方尾根＆栂池自然園
【ハイキング初級】
出発日 9/3（土）
長野

旅行代金（お一人様）
２名～４名１室 (１名様基本相部屋)

募 1８名催１４名ｶﾞｲﾄﾞ有

1 日目 約４ｋｍ・３時間 標高差：400ｍ
2 日目 フリーハイキング・約 3 時間

45,000 円
①/各地～水戸ＩＣ（6:30）＝八方尾根ゴンドラ＆リフト往復/
八方池往復＝八方尾根温泉（泊）
宿：ベルクトール丸北
朝 弁 夕
②/宿＝栂池高原ゴンドラ往復/栂池高原フリーハイキング
＝水戸ＩＣ（20：00）～各地 朝 弁 ×

P３４０

ロープウェイ利用で雲上のお花畑へ

尾瀬ヶ原を望む雄大な景色
２日間
日本百名山「至仏山」
出発日 ７/１１（月） 【登山初級Ｂ】

華麗な雲上のお花畑･千畳敷カール
２日間 中央アルプスの盟主･木曽駒ケ岳
【登山初級Ａ】
出発日 7/24(日)

旅行代金（お一人様）
山小屋相部屋

旅行代金（お一人様）
山小屋相部屋

長野

群馬

募 1８名催１４名ｶﾞｲﾄﾞ有

1 日目 約 11ｋｍ・6 時間 標高差：200ｍ
2 日目 約 7.5 ㎞・6.5 時間 標高差：800ｍ

39,800 円
①/各地～水戸ＩＣ(7：00)＝戸倉＝＝（シャトルバス）＝＝鳩待峠
…山の鼻…尾瀬ヶ原ハイキング…山の鼻（泊）
宿：至仏山荘（泊）
朝 弁 夕
②/宿＝…至仏山…鳩待峠＝戸倉＝入浴＝
＝水戸ＩＣ(19：00)～各地
朝 弁 ×

募１５名催１０名ｶﾞｲﾄﾞ有
1 日目 約 2ｋｍ・約 3 時間 標高差：400ｍ
２日目 約 4 ㎞・約３.5 時間 標高差：400ｍ

51,800 円
①/各地～水戸ＩＣ(6：00)＝（高原バス）＝
＝しらび平+++千畳敷…千畳敷カール散策…
…頂上山荘（泊）
朝弁夕
②/山荘…木曽駒ヶ岳（2956ｍ）…乗越浄土…千畳敷+++
+++しらび平＝（高原バス）＝早太郎温泉（入浴＆昼食）
＝水戸ＩＣ(19：00)～各地 ※宝剣岳にはご案内しません。
朝昼×

P３４１

世界的に有名な絶景の宝庫！

P３４２

個人では中々行けない秘境へ

富山

花々咲く 3000ｍの別天地

新潟

2 日間

立山雄山ご来光登山

2 日間

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

出発日

９/１０（土）

旅行代金（お一人様）
男女別相部屋 69,800 円

【登山初級Ａ】

募１6 名催 12 名ｶﾞｲﾄﾞ有

岐阜
2 日間

出発日

９月中旬

ロープウェイ利用で 3000m 級の天空へ

日本百名山 御嶽山
旅行代金（お一人様）
山小屋相部屋 現在調整中

歩程 1 日目 約２ｋｍ/約２時間 標高差：200ｍ

１０/９（日)

旅行代金（お一人様）
男女別相部屋 41,800 円

【登山初級Ａ】

募 26 名催 13 名ｶﾞｲﾄﾞ有

歩程 ２日目 約 8 ㎞・約 6 時間 標高差：900ｍ
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（泊）
宿：奥只見山荘
朝 昼 夕
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＝
朝 昼 ×
朝 弁 × 入浴＝水戸ＩＣ(19：30 頃)～各地

歩程 1 日目 約 1 時間フリーハイキング ２日目 約 6 ㎞・4.5 時間 標高差：550ｍ
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…室堂 (泊)
宿：室堂山荘
②/宿…一ノ越山荘…雄山(3033ｍ)・ご来光…室堂バスターミナル＝＝昼食/入浴＝
＝水戸ＩＣ(21：00 頃)～各地

P３５２

出発日

P３５３

北八ヶ岳最高峰・森林限界を超えた二つの山頂

長野

八ヶ岳連峰 東天狗岳・西天狗岳

2 日間

【登山初級Ａ】

募１8 名催 12 名ｶﾞｲﾄﾞ有

2 日目 約 6 ㎞/約 5 時間 標高差：950ｍ

出発日

１０月上旬

旅行代金（お一人様）
山小屋相部屋 現在調整中

歩程 1 日目 約２ｋｍ/約２時間 標高差：200ｍ

【登山初級Ａ】

募１8 名催 12 名ｶﾞｲﾄﾞ有

2 日目 約 6 ㎞/約 5 時間 標高差：950ｍ

①/各地～水戸ＩＣ(6：00)＝鹿ノ瀬+++御岳ロープウェイ+++飯森高原…女人堂（泊）朝 弁 夕

①/各地～水戸ＩＣ(7：00)＝渋の湯登山口（1851）…パノラマコース合流…

②/宿…御嶽山（3067ｍ）…飯森高原+++鹿ノ瀬＝さっぱり入浴＝

…山小屋（黒百合ヒュッテ予定）（泊）

＝水戸ＩＣ(20：00)～各地

朝 弁 ×

朝 弁 夕

②/山小屋…中山峠…東天狗岳（2640）…西天狗岳（2646）…展望台…唐沢鉱泉＝
＝さっぱり入浴＝水戸ＩＣ(18：30)～各地

朝 弁 ×

憧れの名峰にチャレンジ！登山ガイド＆ビィーフリーが登頂まで全面サポート！「ステップアップのぼろう会」発足！

槍ヶ岳のぼろう会
【ステップアップのぼろう会】のポイント
①目指す山に合わせて事前に技術・装備・体力などを習得し
春から夏へステップアップで憧れの山へチャレンジできます
②全５回とも同じプロの登山ガイドさんが一貫して同行サポート
③事前練習ツアーでは岩場、梯子、難所など本番の山を想定
した講座内容で技術を習得していきます。
④登山に必要な道具の購入から使い方まで当社でサポート

此原大輔 ガイド
「登山をより楽しく、より安全に！
みなさまのチャレンジを応援します！」

(一社)埼玉県山岳・スポーツクライミング協会 海外登山委員
(公社)日本山岳ガイド協会 認定登山ガイド

■「第５回 槍ヶ岳登山 ４日間」ツアーへのご参加条件

＊必ずお読みください＊

①事前講習となる第１回～第４回のツアーに基本としては全てご参加下さい。
（どうしても日程等で都合が合わない方は、同等の別コースへのご参加をいただくなど対応いたしますので、弊社担当者：志澤までご相談下さい）

②槍ヶ岳登山ツアーの実施日時点で、年齢が７０歳以下の方（※７０歳以上でご参加希望の方は弊社担当者：志澤までご相談下さい）

■必要な装備 ※レンタルはございません。
①スリング２本以上（ダイナミック製推奨・長さ１２０㎝以上、必ず同じ素材で揃えてください）
②カラビナ２枚以上（大きめで安全環つきのもの）
③登山用ヘルメット
ご購入ご希望の方には下記協力店に直接ご来店下さい。（担当者様にビィーフリーツアーの槍ヶ岳に参加します」とお伝え頂ければ OK！）

当社指定協力店「ナムチェバザール 水戸店」にて登山用品の準備を全面サポートいたします！
TEL:029-231-8848

Ｗ５５５

住所：水戸市末広町 2-2-7（駐車場あり）

スリングなど登山用品の使い方を学ぶ

埼玉

Ｗ５５６

ナムチェバザール販売担当：黒沢様、長尾様

はしごや岩場に慣れる練習

栃木

Ｗ５５７

岩場・鎖場に慣れる練習

栃木

低山にて道具の扱いを学ぶ
【ステップ①】 日和田山
出発日 ４/１６（土） 【登山初級Ａ】

高度感のある岩山でトレーニング！
【ステップ②】 石裂山
出発日 ５/２１（土） 【登山初級Ｂ】

変化に富んだコースで実践練習
【ステップ③】 古賀志山
出発日 ６/１８（土） 【登山中級Ｂ】

各地～水戸ＩＣ(7：00)＝日和田山登山口…

各地～水戸ＩＣ(7：00)＝加蘇山神社遥拝所…加蘇山神社…

各地～水戸ＩＣ(7：00)＝宇都宮市森林公園…赤川ダム…

…石裂山（879）…月山……加蘇山神社……加蘇山神社遥拝所＝

…古賀志山（582）…御嶽山…滝コース…古賀志山南登山口＝

＝さっぱり入浴＝水戸ＩＣ（１7：0０）～各地

＝さっぱり入浴＝水戸ＩＣ（１7：0０）～各地

日帰り

日帰り

旅行代金（お一人様） 19,800 円
約 4 ㎞・約 2 時間（山中にて講習を５時間ほど予定）
…山中にて道具の使い方など講習…日和田山登山口＝
＝水戸ＩＣ（１８：0０～各地

朝 弁 ×

P３５０
山梨

２日間

出発日

旅行代金（お一人様） 18,800 円
約 5 ㎞・約 3.5 時間・標高差：550ｍ

朝 弁 ×

日帰り

旅行代金（お一人様） 18,800 円
約５㎞・約４時間・標高差：300ｍ

岩場・急坂に慣れる練習＆本番前の最終調整！本格登山を楽しみましょう♪

はしご・鎖場・大きな標高差
本格登山コースでトレーニング！

【ステップ④】八ヶ岳連峰 赤岳

７/２１(木)

旅行代金（お一人様）
山小屋相部屋 58,000 円

P３５１

歩程 1 日目：約８ｋｍ/約６時間・標高差：1250ｍ
2 日目：約 8.5ｋｍ/約 5 時間・標高差：1400ｍ
1/各地～水戸ＩＣ(5：30)＝美濃戸口…行者小屋…地蔵尾根…
…赤岳展望荘（泊）
2/山小屋…赤岳(2899)…文三郎尾根…行者小屋…美濃戸口＝

【登山中級 A】

募１０名催５名ｶﾞｲﾄﾞ有 ＝入浴＝水戸ＩＣ(18：30 頃)～各地

一生に一度は登りたい日本のマッターホルン

【ステップ⑤】

北アルプス 槍ヶ岳

４日間

出発日

朝弁夕
朝弁×

日本で五番目に高い場所・標高 3180m 天を衝く北アルプスのシンボル、その穂先へ！
歩程 1 日目：約 10ｋｍ/約 4 時間・ほぼ平坦

長野

朝 弁 ×

８/３０(火)

旅行代金（お一人様）
山小屋相部屋 120,000 円

【登山中級Ｂ

募１０名催５名ｶﾞｲﾄﾞ有

３日目：約 10ｋｍ/約 7 時間・標高差：1500ｍ

2 日目：約 10ｋｍ/約 9.5 時間・標高差：1600ｍ
4 日目：約 10ｋｍ/約 4 時間・ほぼ平坦

1/各地～水戸ＩＣ(６：00)＝上高地…明神…徳沢…横尾山荘（泊）
2/山小屋…一ノ俣…大曲…天狗原分岐…槍ヶ岳山荘…
…槍ヶ岳（3180）/北アルプスの中心から 360°の大パノラマ…
…槍ヶ岳山荘（泊）
3/山小屋…天狗原…大曲…横尾山荘（泊）
※当日の状況により槍ヶ岳登山を３日目にする場合もあります。
4/山小屋…徳沢…明神…上高地/入浴＝水戸ＩＣ(19：00 頃)～各地

朝弁夕
朝弁夕
朝弁夕
朝弁×

人気がある山には「理由」がある！ベストシーズンに行く宿泊登山特集
P３４３ シャクナゲのベストシーズン＆日本百名山＆登山家のみ楽しめる秘湯
東京・
山梨

奥秩父の知られざる名山

飛竜山＆雲取山

３日間

出発日

６/１２(日)

旅行代金（お一人様）
山小屋相部屋 63,000 円

P３４４
新潟

縦走

出発日

募１8 名催 12 名ｶﾞｲﾄﾞ有

歩程 1 日目：約 9ｋｍ/約 7 時間・標高差：800ｍ 2 日目：約 13ｋｍ/約 8.5 時間・標高差：900ｍ
３日目：約 10ｋｍ/約 3.5 時間・標高差：550ｍ

浅草岳 縦走登山
＆ 湯沢高原フラワーハイキング
ヒメサユリの名山

２日間

【登山中級 A】

食事が自慢！大人気の民宿「休み場」に宿泊

６/３０(木)

旅行代金（お一人様）
山小屋相部屋 46,000 円

【登山中級Ｂ】

募１8 名催 12 名ｶﾞｲﾄﾞ有

歩程 1 日目 約８㎞・約 5 時間・標高差：300ｍ
2 日目 約 9.5 ㎞・約 8.5 時間・標高差：850ｍ

1/各地～水戸ＩＣ(5：00)＝三峰神社…霧藻ヶ峰…前白岩山…白岩山…芋ノ木ドッケ…
…大ダワ…雲取山荘（泊）
朝弁夕
2/山小屋…雲取山(2017ｍ)…北天のタル…飛竜権現…石楠花トンネル…
…飛竜山（2077）…三条の湯（泊）
朝弁夕
3/山小屋…後山林道…お祭＝入浴＝水戸ＩＣ(17：00 頃)～各地
朝弁×

1/各地～水戸ＩＣ(7：00) ＝＝湯沢アルプの里・大峰山ハイキング＝
＝民宿・休み場/食事が大好評の隠れ家的宿（泊）
朝弁夕
2/宿＝タクシー＝六十里…鬼ヶ面山……浅草岳（1585ｍ）…ブナ曽根…
…前岳…ネズモチ平＝タクシー＝入浴＝水戸ＩＣ(19：45)～各地
朝弁×

P３４５ 個人登山では難しい新潟～長野高山植物と美しき高層湿地縦走ルート

P３４６

人生で一度は登りたい！２日間で登頂！

山梨

日本最高峰

２日間

富士山・吉田ルート

長野・
新潟

日本百名山

2 日間

出発日

7/17(日)
9/23(金)

苗場山縦走

旅行代金（お一人様）
山小屋相部屋 43,800 円

【登山中級Ａ】

出発日

募１8 名催 12 名ｶﾞｲﾄﾞ有

旅行代金（お一人様）
山小屋相部屋 42,000 円

８/５(金)

【登山中級Ａ】

募１0 名催 8 名ｶﾞｲﾄﾞ有

歩程 1 日目 約 3.5 ㎞・約 3 時間・標高差：400ｍ 2 日目 約 8 ㎞・約 9 時間・標高差：1000ｍ

歩程 1 日目 約 6 ㎞・約 4 時間・標高差：800ｍ 2 日目 約 5 ㎞・約 3 時間・標高差：850ｍ

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/入浴＝水戸ＩＣ(17：00)～各地 朝 昼 ×

1/各地～水戸ＩＣ(6：30)＝富士山五合目…七合目鳥居荘同等（泊）
2/宿…山頂・久須志神社…下山路…五合目＝さっぱり入浴＝
＝水戸ＩＣ(22：00 頃)～各地

P３４７

＜小型限定＞北アルプスの大パノラマ！充実の縦走コース

P３４８

登山者だけが知る秘湯「白馬鑓温泉小屋」へ宿泊・縦走ルート

長野

燕岳・大天井岳・常念岳縦走

長野

北アルプス白馬三山を訪ねる
白馬鑓ヶ岳・杓子岳・白馬岳

３日間

出発日

8/1（月）

旅行代金（お一人様）
山小屋相部屋 83,000 円

歩程 1 日目：約 4ｋｍ/約 5 時間・標高差：1250ｍ
３日目：約 7ｋｍ/約 6.5 時間・標高差：1550ｍ

【登山中級 A】

出発日

募１0 名催 7 名ｶﾞｲﾄﾞ有

2 日目：約 12ｋｍ/約 8.5 時間・標高差：500ｍ

1/各地～水戸ＩＣ(5：00)＝燕岳登山口…合戦小屋…燕山荘（泊）
朝弁夕
2/山小屋…燕岳（2763）…大下りノ頭…喜作レリーフ…大天井岳(2922)…東大天井岳…
…常念小屋（泊）
朝弁夕
3/山小屋…常念岳（2857）…王滝ベンチ…一ノ沢登山口＝入浴＝
＝水戸ＩＣ(20：00 頃)～各地
朝弁×

P３４９

＜小型バス限定＞奥秩父の名峰を二座登頂・秋のベストシーズン

長野･山梨

人気の二大名峰・日本百名山

２日間

金峰山・瑞牆山縦走

出発日

１１/１(火)

旅行代金（お一人様）
山小屋相部屋 43,000 円

３日間

募１8 名催 12 名ｶﾞｲﾄﾞ有

歩程 1 日目 約 6.5ｋｍ・約 4 時間・標高差：1000ｍ
2 日目 約９㎞・約７時間・標高差：1000ｍ
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/金峰山小屋…大日岩…大日小屋…富士見平小屋…瑞牆山（2230ｍ）…富士見平小屋…
…瑞牆山荘＝入浴＝水戸 IC(22：00 頃)～各地
朝弁軽

旅行代金（お一人様）
山小屋相部屋 83,000 円

P３５４
山形

日本百名山

３日間

信越の名峰・百名山２座登頂！＆戸隠神社奥社ハイキング

日本百名山

出発日

10 上旬

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。
お手数料はお客様のご負担にてお願い致します。

【お振込先】 口座名義： 石塚サン・トラベル（株）
常陽銀行 石塚支店
みとしん 袴塚支店
郵便局 記号１０６２０
普）１３５９８７０
普通）１０４１６６９
番号 ３６１４６９５１
●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
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）

●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

水戸駅
南口

赤塚駅
南口

妙高山＆火打山

旅行代金（お一人様）
山小屋相部屋 現在調整中

●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

勝田駅
西口

募１8 名催 12 名ｶﾞｲﾄﾞ有

長野・
新潟
３日間

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)

★那珂市
菅谷専用
駐車場

【登山中級Ａ】

P３５５

石塚サン・トラベル（株）

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）

募１8 名催 12 名ｶﾞｲﾄﾞ有

鳥海山

旅行代金（お一人様）
山小屋相部屋 現在調整中

９月上旬

●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

フリーダイヤル ０１２０－３１７０５５

【登山中級Ａ】

日本海・庄内平野を一望する絶景の「庄内富士」

旅行企画・実施 茨城県知事登録旅行業第 2-532 号
〒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▼

朝 昼 ×

歩程 1 日目 約 6 ㎞・約 5 時間・標高差：800ｍ 2 日目 約 6 ㎞・約 6.5 時間・標高差：900ｍ
３日目 約 10 ㎞・約 7 時間・標高差：1000ｍ（下り）
1/各地～水戸ＩＣ(5：30)＝猿倉･･・白馬鑓温泉小屋(泊)
朝 弁 夕
2/山小屋…鑓ヶ岳（2932）…杓子岳（2812）…白馬山荘(泊)
朝 弁 夕
3/白山小屋…白馬岳(2932ｍ)…小蓮華山…白馬大池（お花畑）…栂池自然園+++ＲＷ+++
+++栂池高原＝入浴＝水戸ＩＣ(19：00 頃)～各地
朝 弁 ×

出発日

【登山中級Ａ】

８/２４(水)

朝 昼 夕

★水戸市
専用駐車場
（ﾊﾟｰﾗｰｲﾝﾀｰﾈｯﾄ様Ｐ内）

【登山中級 B】

募１8 名催 12 名ｶﾞｲﾄﾞ有

●ツアー取消料はお一人様につき発生致します
↓旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
航空機
バス旅
日帰り
船・ＪＲ
宿泊
夜行
２０～15日前 ２０％
―
―
14～8日前
２０％
―
7～4日前
３０％
―
３～２日前
３０％
前日
４０％
当日
旅行前
旅行開始後・
無連絡不参加

５０％
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

