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毎年、当社でネパールを案内して頂いてい

るガイドの小林孝二さんが、震災後のネパ

ールの状況を確認する為、７月９日から約

１週間、現地の視察に行ってこられました

のでご報告致します。以下は現地から届い

た小林ガイドからのメールです。 

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

カトマンズの中心部は震災前とほとんど変

わりなく物資も揃っています。特にタメル

地区の密集した商店街が被害を受けていな

いのが不思議なぐらいです。今はレインシ

ーズンでトレッカーの姿は少ないですが、

両替屋も土産物屋もパン屋もレストランも

何もなかったかのように笑顔で営業してい

ます。世界遺産エリアの旧王宮三ヶ所やスワンナ

ムヤードも被害がありましたが、難を逃れた建造

物もたくさん残っています。どことも今秋のシー

ズンに向け急ピッチで修復作業を行っています。

カトマンズの街を回って見ましたが報道された

ような場所を探すのが難しいくらいでした。ホテ

ルも耐震性を確認して営業しています。報道の仕

方が不十分で予約も少ないようです。現地に出か

ける事が一番の支援だと思います。皆さん一緒に

彼らを応援に行きましょう。この秋、現地エージ

ェントのフリシェルパと相談して楽しいコース

も出来ました。  

 

 

小林 孝二（７月１４日カトマンズ） 

 

山旅人 今後のネパール企画速報 
 

今回、小林ガイドが行った現地視察の結果、今年の秋と来

年の春は以下の企画を募集させて頂く事となりました。 
 

―――――――――――――――――――――――― 

２０１５年１１月１９日(木)～１０日間 

ヒマラヤ大パノラマ オーストラリアンキャンプと 

ブッタ生誕地ルンビニ・世界遺産チトワン国立公園 

―――――――――――――――――――――――― 

ネパールの主要観光とショートトレッキングを組み合わ

せた素敵な企画を設定しました。レベル３に設定しました

ので「国内のハイキングくらいしか経験が無い」という方

でも安心して世界の屋根ヒマラヤのパノラマトレッキン

グをお楽しみ頂けます。詳細はお問合せ下さい。 

 

※今年１１月に予定しておりましたランタントレッキングは復旧が

間に合わない為、延期させて頂く事となりました。 
 

 

２０１７年春はエレベストを望むゴーキョピークとアン

ナプルナトレッキングを予定しております。 

小林ガイド撮影 

一生懸命復旧作業を進めております。 

ネパールに旅をして、皆さんと私達で観光立

国ネパールを支援しましょう。 

こちらが「さぽ旅くらぶ」の記念すべき１号車

の日産キャラバンです。 

小さな車の良いところは参加者同士が初めて

同士でも、すぐに仲良くなれるというところ。

ワイワイ、ガヤガヤ、ニコニコと、これからも

どんどん楽しい旅の思い出をつくっていきま

しょう。皆様、今後の「さぽ旅くらぶ」ご期待

ください。スタッフ一同がんばります！ 

まるで家族旅行 

リラックスして楽しめる旅 
 

試運転等の自社研修を重ねてこ

の夏デビューを果たした新企画

「さぽ旅くらぶ」は自社のジャン

ボタクシーを利用してドライバ

ーガイドが大自然満喫の旅を案

内する６名限定の超少人数募集の

旅。先月は「神話の里 霧島隠れ滝

めぐり」や「信州アルプスパノラ

マ探訪」といった企画を実施しま

した。さらに５月に季節外れの台

風で中止となった大峰キャンプの

モニターツアーも重なり、さぽ旅

１号車はとても多忙なひと月でし

た。おかげさまでどのツアーも大

好評。ご参加の皆様から次の企画

も期待しているよと言って頂く事

が出来ました。お一人参加の方ば

かりでも、まるで家族旅行の様な

雰囲気でドライバーガイドも一緒

になって旅を楽しませてもらいま

した。今後もどんどん企画を増や

していきますのでお楽しみに！さ

らにグループでのツアー買取も可

能です。お気軽にお問合せ下さい。 
車山山頂。リフトを使えば、こんな素敵

な場所へも訪れる事も出来ます。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登山者の味方「コモパン」 

高千穂ガイドから皆様へ とっても素敵な情報です。 

山に持っていく行動食っていろいろありますけど、メインとして多い

のはやっぱりパンですよね。でも買ったは良いけど食べないで下山っ

て事も多いのでは無いでしょうか。山から持って下りても賞味期限の

関係上、次の山行までは残しておけません。長い縦走になったりする

と、その間に賞味期限が切れることも・・・。 そこで山旅人と私高

千穂が推奨するスペシャルなパン、コモパンをご紹介します。賞味期

限は一ヶ月以上、高カロリーで登山向き。何よりもパサパサ感が無く、

しっとりしていてめちゃうまい。この秋のロングコースはこれで決ま

りですね。種類も豊富です。検索は「コモパン」で。お近くの生協に

も売っていますよ。 

「コモパンをホームページから購入すると初回送料無料」が高千穂ガイドのお口添えで実現！！ 

以下は「株式会社コモ」様からのご案内です。 

まずは検索サイトで「コモパン」と検索。弊社ホームページでお好きな商品を買物カゴに入れてレジへ進みます。 

ＷＥＢの購入画面『STEP02 の決済方法・配送先指定画面』の下部に『お問合せ』欄がございます。 

そこに『高千穂様からのご紹介です』と記入していただければ初回のみ送料無料で対応させて頂きます。 

格式のある宿(山にまつわる) ベスト５ 

1 位 宮ノ下富士屋ホテル(神奈川県：乾徳山) 

2 位 福田屋(静岡県：伊豆の踊り子街道) 

3 位 清泉寮(山梨県：天狗男山) 

4 位 竹乃屋(島根県：出雲大社) 

5 位 旅館ひのえまた(福島県：会津駒ケ岳) 

 

今までに山旅人ツアーで利用した全国津々浦々の施設をお客様から評判の高かった順に紹介しています。現在パ

ンフレットに掲載されている施設もありますし、次号パンフレットでもどんどん企画する予定です。乞うご期待！ 

いい温泉の宿 ベスト５ 

1 位 二匹の鬼(大分県：九酔渓温泉) 

2 位 黒薙温泉(富山県：黒部峡谷鉄道) 

3 位 花山酔(大分県：九重連山) 

4 位 温泉津温泉(島根県：世界遺産石見銀山) 

5 位 ホテル昴(奈良県：十津川温泉) 

 

おすすめの山小屋 ベスト５ 

1 位 船窪小屋(長野県：北アルプス船窪岳) 

2 位 こもれび山荘(長野県：南アルプス北沢峠) 

3 位 二軒小屋(長野県：南アルプス南部) 

4 位 マナスル山荘(長野県：入笠山テイ沢) 

5 位 行者還避難小屋(奈良県：大峰奥駈道) 

 

いい食事の宿 ベスト５ 

1 位 鷹巣高原ホテル(福岡県：英彦山) 

2 位 紫水館(鹿児島県：屋久島) 

3 位 油屋(丹後：奥伊根温泉 列車くろまつ号) 

4 位 風里(長野県：開田高原) 

5 位 プチリゾートもも(静岡県：伊豆高原) 

 



 

 

～さらに新企画検討中～ 
 

乗鞍岳の聖地 

五ノ池特別入山？ 
 

中部山岳国立公園特別保護地区に

指定されている乗鞍岳。その中で

も特に自然が豊かで立入禁止区域

に指定されている「乗鞍岳五ノ池」

へ特別に入山許可を得て地元ガイ

ド同伴のもと散策するという企画

を検討中です。 

 

五ノ池って？ 

乗鞍畳平から室堂ケ原にある池で

川が溶岩によってせき止められ５

つの池が数珠状に連なっている場

所です。かつて登山道もあったそ

うですが、現在は入山規制の対象

となっております。 

 

ご興味のある方はお早めにスタッ

フまでお声掛け下さい。先行予約

を受付中です。 

 

 

と改めて実感しました。名峰乗鞍

岳の山麓にある未踏の地として

守り続けられてきた大自然。滝や

渓谷をめぐるコース、池をめぐる

コースの２日間はとても充実し

たハイキングを楽しむ事が出来

ます。ツアーに欠かせないのは森

を知り尽くした現地のガイドさ

ん。１０名に１人同行という少人

数制は山旅人の企画にぴったり。 

草木や花々、動物等のいろいろな

楽しいお話を聞かせて頂くと歩

く疲れも忘れます。また来年も希

望の方が多ければ募集しますの

で是非お声がけください。  

 

 

添乗員 岡本哲也 

入山制限のある山域 

魅力いっぱい 乗鞍五色ケ原 
 

２００４年の秋、当社スタッフの三

木が、まだまだ無名だった乗鞍山麓

五色ヶ原の情報を仕入れ、現地調査

へ入ったのがきっかけで募集を開

始。毎年春秋ともに満席というヒッ

ト商品となりましたが、数年で五色

ヶ原が一般的に有名となり、当社も

募集を少しずつ減らす事となりまし

た。今年の春「久しぶりに企画して

みようか」という事になり、久しぶ

りに現地を歩く事となりました。 

１０年前に何度も通った場所ではあ

りましたが、その感動は薄れること

無く、やはりここは「特別な場所」

石川県 大阪・大津発 

豊田ガイドと北陸千秋楽 
深田久弥ゆかりの大聖寺錦城山と 

那谷寺奥の院那殿観音・苔の里 

レベル 

１ 

技術 ★☆☆☆☆ 

体力 ★☆☆☆☆ 
 

出 発 日 

旅行代金 

募集定員 
 

 

12 月 1 日(火) 1 泊 2 日 

55,000 円 

20 名 最少催行 10 名 
 

 

食事 
 

朝 1 昼 1 夕 1 
 

宿泊 
 

 

 

①辻のや花の庄  

 

ｺｰｽﾃﾞｰﾀ 
 

①3 時間 ②3 時間 

 

那谷寺の奥の院・那殿観音 

［行程］豊田嘉英ガイド同行 

①大阪(8:00)＝大津(9:10)＝登山口…錦城山(65m)…深田久弥 山の文化館

(見学)＝あわづ温泉(泊)②あわづ温泉＝那谷寺(拝観)＝那殿観音(那谷寺

奥の院)＝苔の里(見学)＝(昼食)＝各地(19:00 予定) 

豊田ガイドを囲む北陸千秋楽。ま

ずは深田久弥の出身地加賀市大聖

寺へ。大聖寺城跡が残る錦城山と

深田久弥生家や深田久弥 山の文

化館など久弥ゆかりの地をゆっく

り散策。翌日はまもなく開創 1300

年を迎える那谷寺と、その那谷寺

の奥の院那殿観音へも足をのばし

ます。そして日本有数の苔の名

所・苔の里も見学。金閣寺の苔は

ここから運ばれるそうです。宿泊

は北陸の名湯・あわづ温泉の「辻

のや花の庄」。六種類の庭園大浴場

の温泉と、北陸の海の幸に舌鼓。 

豊田ガイドを囲む千秋楽は箱根千秋楽として募集してきましたが、箱根山周辺の活発な噴火活動（7/26 現在、噴

火警戒レベル 3）のため、ロープウェイの運休、大涌谷の入山不可等、行程に支障をきたすおそれがあるため、北

陸方面へとコースを変更して再募集することになりました。あわづ温泉に泊って海の幸に舌鼓、深田久弥ゆかり

の地を巡り、那谷寺奥の院や苔の里を訪れるゆらり旅です。お申込みお待ちしております。 

 企画担当 三木浩嗣 



 

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。 

 

●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。 

 

株式会社 山旅人 TEL：0798-56-1026 FAX：0798-53-5379 
〒662-0825 西宮市門戸荘 18-38 E ﾒｰﾙ：info@yamatabito.com 兵庫県知事登録旅行業第 2-637 号 全国旅行業協会正会員 

●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。 

●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。 


