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只今、
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近年、関西と九州を結ぶフェリーの老朽化が進
み、徐々に新造船就航の話が増えてきております
が、阪九フェリーも泉大津港と新門司港を結ぶ航路
で新造船が入りました。なんと露天風呂付。ピッカ
ピカの船に乗って北九州や山口へ出かけたいです
ね。当社でもいろいろ企画を検討中です。

阪九フェリーの新船「いずみ」。１月に就航したばか
りです。とっても大きな船で、さらに瀬戸内航路なの
で揺れは少なくて快適です。
山旅人でも早く利用したいですね。

泉大津港までのアクセス
■泉大津港までのアクセス
南海泉大津駅前より無料送迎
・南海泉大津駅前より
より無料送迎バスで
無料送迎バスで１５
バスで１５分
１５分
なんばＯＣＡＴバスターミナルよりシャトルバス
・なんばＯＣＡＴ
ＯＣＡＴバスターミナルよりシャトルバス（
バスターミナルよりシャトルバス（有
４０分です。
です。
料）で４０分

やっぱり新しい船は気持ちいい♪

阪九フェリーさんから山旅人の皆様へ

こちら自慢の露天風呂。
夕暮れ時に瀬戸内海に浮かぶ島々を眺めての
入浴はきっと素晴らしいでしょうね。

２００３年就航の「やまと・つくし」以来
となる約１２年ぶりの新造船の就航とな
り、瀬戸内海最大級となる新造船は、最新
の技術と現代のニーズを取り入れた次世代
フェリーです。
新設備となる露天風呂や船首からパノラマ
ビューを堪能できる展望ルーム、後方まで
続く広い展望デッキを設けるなど、船旅も
楽しめる海上ホテルとなります。皆様のご
乗船お待ちいたしております。
阪九フェリー担当者
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『山旅人かわら版』は山旅人のツアーへ
ご参加の方々だけにお渡しする情報新聞です。

フェリー船内をご
超快適空間 フェリー船内
船内をご紹介
をご紹介♪
紹介♪

山旅人のツアーで利用するのはこちらのお部屋。以前
より利用している同クラスの部屋です。上の写真はデ
ラックス洋室、右の写真はスタンダード洋室。どちら
もベット２段目への階段がありがたいですね。昔はハ
シゴだったので夜のトイレは辛かった。

2015 年

今思えばずいぶん違う
旅行会社の今と昔…
どこの業界でも言える事なんでしょうけ
ど、パソコン主流の今の時代と手書きが主
流の昔とでは商売のやり方はまったく異な
ります。旅行会社は情報量が多いので、特
に変化が大きかったと感じます。パソコン
のない時代は顧客データという発想は無
く、新聞媒体等に広告を出しお客様を集め
るのが主流。もちろん昔もリピーターさん
はおられましたが、参加記録がデータ化さ
れてないので、よくお顔を拝見する方、そ
うで無い方という感覚的なものでした。
パソコンが入ってからは参加された方々
をデータ化し、パンフレット等をダイレク
トメールでお誘いする方法が主流となり、
当社でも開業以来ほとんど自社で新聞等の
一般的な広告媒体を利用した事はありませ
ん。ご参加頂いたお客様からご紹介を頂き、
その方々を登録、ダイレクトメールをお送
りさせて頂くという方法で今日までやって
まいりました。(他社様の広告に掲載しても
らう事はよくありますが…)
パソコンの性能もどんどん良くなり、今
では住所や電話番号管理だけでなく、参加
歴、参加時の様子等も管理し、スタッフ・
ガイドで共有する事が可能となりました。
便利になった分だけ管理する個人情報はと
ても細かくなり、その管理がとても重要な
ものとなりました。当社でもありとあらゆ
る方法で管理し、データの保護と漏洩防止
に取組んでおります。

昔の旅行会社
皆さん新聞広告等をご覧
になり、お電話で予約を頂
きます。今の様にＥメール
等はありません。受付した
名簿はもちろん手書き。封
筒に書く住所も手書き、最
終案内書も、集合地図も、
装備表もみんな手書きをコ
ピーしていました。もちろ
ん広告代理店へ出す広告原
稿も手書きでした。今思え
ばとても大変な作業でした
が、なぜか今も昔も忙しさ
にあまり変化がありませ
ん。これはいつも不思議に
思います。違ったところと
言えば昔はもっと物を大切
にしていた様に思います。
例えばクリップひとつ誤っ
て掃除機で吸い込んでしま
っただけでも上司に厳しく
怒られました。紙も今より
ずっと大切に使っていたと
思います。昔を思い出し、
もっと物を大切にしないと
いけませんね。 三木 浩嗣

こちら添乗中の三木浩嗣
２５年くらい前の写真

干支の山 羊群原と香春岳

とってもお楽しみ頂きました。

十二支の中で最も一致する山が少ないのが未
年(羊)です。真っ先に思いつくのは羊蹄山ですよ
ね。それもあってか毎年１便しか出ない羊蹄山、
今年は大人気で２便に分けて募集する事となり
ました。それはそれで嬉しいお話なのですが、例
年干支の山は１月に実施しますので、今年は羊蹄
山という訳にはいきません。そこで探し出してき
たのが日本三大カルストのひとつ、平尾台です。
広大な草原に石灰岩が無数に点在、まるで羊がた
くさん群れをなしている様に見えるところから
「羊群原」(ようぐんばる)と名付けられておりま
す。今年はその平尾台散策と鉱山で有名な奇峰、
香春岳を訪れる船中２泊の計画となりました。お
かげさまで２便とも２０名様を超えるお集まり
を頂き大盛況となりました。

こちらはサプライズプレ
ゼントの地元産、千鳥饅頭
とショウガジャムです。
もちろん干支バッチも

来年は申年(猿)
どんな山が候補？

今年で干支バッチを作り始めて８年目となりまし
た。来年も今から行先を検討中です。 今のところ、
山口県は萩にある猿ヶ山を有力候補とし、小林ガイド
が他のエリアもていろいろ検討中です。 来年も楽し
い旅にしますので皆様お楽しみに！

猿ヶ山 626m(山口県・萩)
猿駈山 968m(大分県日田・福岡県境)
猿掛山 243m(岡山県)
庚申山 420m(京都・湖東)
猿ヶ尾 401m(京都・網野)
小猿山 679m（京都・出石）
猿子城山 710m（大阪・五条・岸和田）
猿藪 591m（兵庫・篠山）
点名サル谷
点名サル
サル谷 355m（兵庫篠山）

風景に出会う
出会う列車
食と風景に
丹後くろまつ号
「丹後くろまつ
くろまつ号」
昨年、ツアーを実施して大好評だっ
た肥薩おれんじ鉄道の観光列車「お
れんじ食堂」
。風光明媚なローカル線
に乗車して、ゆっくり美味しい食事
やスイーツに舌鼓。そんな列車が関
西にも運行されています。それが今
回ご紹介する北近畿タンゴ鉄道「丹
後くろまつ号」
。週末を中心に「スイ
ーツ」「ランチ」「地酒」の３コース
が運行され、その中でも特に人気の
高い「ランチ」のコースは天橋立か
ら西舞鶴までをゆっくり２時間かけ
て、美しい海やのどかな田園風景を
眺めながら、地元食材を使ったおい
しい食事や飲み物を楽しむことがで
きます。車両のデザインは「おれん
じ食堂」や九州の「ななつ星」をデ
ザインした水戸岡鋭治氏。車内は天
然 木 を 使 っ た 落 ち着 い た 雰 囲 気 の
中、上質な空間をお楽しみいただけ
ます。各列車３０名限定いうことで
人気が高く、団体では非常に予約が
とれにくい状態ですので、今のとこ
ろツアー設定予定はありませんが、
もしご希望が多ければ、予約がんば
ってみますので、ぜひ先行予約をし
てくださいね！
三木浩嗣
北近畿タンゴ鉄道）

列車好き添乗員
（写真提供

西宮市に事務所を
事務所を構える山旅人
える山旅人
西宮市

観音山から阪神間の展望

私達山旅人は兵庫県西宮市に事務所を構え、日々登山ツアーを運
営しております。今回は私、堀淳吾が西宮のお勧めの山、お勧めの
お店をご紹介させて頂きます。

めの山 展望絶佳 観音山
お勧めの山

六甲山の東端。主脈からは少し外れた尾
根の先に観音山というピークがあります。
山頂からの展望が素晴らしく、阪神間の街
並みを一望、視線を上げると生駒山、二上
山から金剛山系をグルリと一望。晴れた日
には関西空港まで見渡せます。
山麓の鷲林寺から４本のルートがあり、短
いながらも登り応えのある登山道です。私
も暇があるとよく登りに行きました。

鳥屋「鳥文」
鳥文」と
お勧めの
めの店
店 焼き鳥屋「
イタリアン「トリケラ デュエット」
デュエット」
イタリアン「

数あるお店からお勧めのお店を２店舗紹介。
ひとつはＪＲ西宮から歩いて十分ほどにある焼き鳥屋「鳥文」。ガ
イドの小林孝二さんから紹介してもらったお店で、焼き鳥はもちろん
のこと、鰻の蒲焼き、そして冬場はふ
ぐ料理など幅広いメニューをアジのある
大将が楽しませてくれます。山旅人の忘
年会もいつもこの鳥文さんでお世話なっ
ております。
もう一店舗は阪急甲東園から徒歩一分
のイタリアン「トリケラ デュエット」
。
ご夫婦でお店をきりもりされていて、ご
主人が作る繊細なイタリア料理と、奥様
が作るナポリ直伝の窯焼きのピザがお勧
め！またご主人が勧めて下さるワインを
飲みながら優雅な一時を過ごしましょう。
鳥文さんの鰻丼♪

山旅人メール会員にご登録頂ければ
最新の山旅人かわら版をインターネットで
ご覧頂けるようになりました。
２０１５年１月からメール会員にご登録頂ければ、山旅
人かわら版をＷＥＢで御覧頂ける様になりました。会員
様には毎月新しいかわら版をアップした閲覧専用ページ
アドレスをお送りします。山旅人メール会員に是非ご登
録下さい。詳しくは下記に記載しております。

山旅人のツアーへ初めてご参加のお客様へ

この度は山旅人をご利用頂きまして誠にありがとう
ございます。こちらは当社サービスのご案内です。

●ご希望の方へ「日本百名山登頂カード」と「九州百名山登頂カード」を差し上げます。
まずは百名山登頂アンケートで（添乗員にご請求下さい）これまで登った百名山についてお答え下さい。
登頂された山にハンコを押したカードを後日、当社からご自宅へお送りします。
日本百名山を含むツアーへご参加の際お持ち下さい。添乗員が登頂した山にハンコを押します。
個人山行、他社ツアーでの登頂も自己申告をして頂ければハンコを押します。
※ハンコを押すのは当社ツアー参加中に限ります。（当社事務所を含むツアー以外の場所では押せませんのでご了承下さい）
※百座すべてを登頂された方には当社より素敵なプレゼントを進呈させて頂きます。
※すでに百名山をすべて登頂されたという方も希望であればカードをお渡しします。（もちろんプレゼントも差し上げます！）
※その他、ご不明な点はお気軽に添乗員まで・・・

●山旅人ポイントカードはお名前をご記入の上、ツアーにご参加頂いた際、添乗員へお渡し下さい。
本日お渡ししたポイントカードはご参加頂いた際、添乗員がそのツアー日数分（例：日帰り１個、１泊２日２個）
のハンコを押させて頂きます。６個貯まると次回以降のツアーで１０００円をキャッシュバックします。
※利用はご本人のみ、キャッシュバックは１ツアー１枚限りとなります。
※夜行フェリーは往復で１個となります。（片夜行の場合はポイント加算無し）
※個人プラン、買取企画等のパンフレット未掲載ツアーはポイント、キャッシュバックの対象となりません。

●山旅人メール会員登録で本日ポイント２つ追加
山旅人メール会員登録で本日ポイント２つ追加 登録専用アドレス touroku@yamatabito.com
携帯電話・パソコン どちらでも OK！メール会員に登録するだけでポイントカードのハンコを２つサービス！登
録は下記の登録専用アドレスへメールを送るだけ。もし面倒なら登録は添乗員が代行します。(携帯電話持参の
方)情報送信は月に数回、催行状況や新規募集ツアーの情報をお知らせします。こんな時にメールが届きます・・・
パンフレット未掲載の新企画募集を開始した時 山旅人のツアー催行状況を更新した時 満席の
ツアーに空席が出た時 等々
※必ず件名に「メール会員登録」本文に登録者の氏名を入力してから送信してください。
※年会費や入会金不要 解約はＥメール・ＦＡＸ・お電話でいつでも受け賜ります。
※お預かりしたアドレスは厳重に管理し、山旅人の旅行情報関係以外のメールは送信致しません。

●当社では添乗員スタッフの撮影したビデオ・写真の販売サービスがあります。
山旅人のツアーでは、スタッフがビデオ・写真の撮影をします。もし撮影したビデオ・写真がほしいという方は
120 分ＤＶＤ1 本 1000 円（写真のＣＤは 500 円・プリントは７枚 500 円各送料込）で販売しております。120 分
に収まるのであれば何コース注文されても 1000 円です。いくつかのコースをためて注文して頂いても結構です
し、もし気に入ったビデオがあれば、それだけを注文して頂いても結構です。撮影時間は撮影者（添乗員）にお
聞き下さい。希望の方はツアー中、添乗員へお申し出頂き、現金でお支払い下さい。後日ビデオをご自宅へお送
りします。
※例え 5 分のみのビデオを 1 本で注文されても 1000 円となります。※すべてのコースでビデオ撮影サービスをご提供するとは限りませ
ん。悪天候時やトラブル発生時、危険箇所が多い行程等、当社スタッフの判断でことわりなくビデオ撮影を中断・又は中止する場合もあ
ります。その他、ビデオカメラの故障や機材不足の場合でも撮影は行いません。

株式会社 山旅人 TEL：0798-56-1026

FAX：0798-53-5379
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