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山旅人では海外遠征ツアーに慣れたガイドさん

の力を借りて、世界の山々を目指す企画に力を

入れております。ゴーキョピークにキリマンジ

ャロ、「自分には無理でしょ？」と諦める事はあ

りません。日本の富士山トレーニングにて高所

登山のノウハウや対処法を身につけステップア

ップしていけば着実に知識や経験を積み 5,000

ｍ峰への登頂も夢ではなくなります。 

シリーズで手がける山は以下のとおり。来年す

でに設定されたツアーには出発日を記載してい

ます。 

確実に 1 座ずつ制覇していくもよし、思い切っ

て 5,000m に挑戦するもよし、目指し方は人それ

ぞれです。 

 

山旅人の高所登山ツアー 実施予定 

①日本 富士山(3,776m) 【16 年 8/29(月)発 4 日間】 

②台湾最高峰 玉山(3,952m) 【16 年 5/31(火)発 5 日間】 

③東南アジア最高峰 マレーシア キナバル山(4,095m) 

④スイス ブライトホルン(4,164m)…雪山初級 

⑤中国 大姑娘山(タークーニャン)(5,025m) 

【16 年 7/3(日)発 9 日間】 

⑥ネパール ゴーキョ・ピーク(5,360m) 

【16 年 4/8(金)発 19 日間】 

⑦ネパール カラパタールベースキャンプ(5,545m) 

【16 年 3/19(土)発 19 日間】 

⑧アフリカ最高峰タンザニア キリマンジャロ(5,895m)  

【16 年 2/2(火)発 14 日間】 

↓⑧キリマンジャロ(5,895m) 

小林孝二ガイド 
 

ネパールは山旅人が自信を持っておススメする定番コースです。小林さんは向上心を持って登山に挑む

皆様のサポートを得意とするガイド。十数年ものあいだ毎年ネパールに足を踏み入れておられ現地のガ

イドやスタッフとの「あ・うん」の呼吸で安心してトレッキングを楽しんで頂けます。特にこだわって

いるのは食。毎日元気に歩けるよう皆様の調子をみながら献立を決定し現地のコックと打合せして食事

を提供。時には日本から持ち込んだ食材と調味料で慣れ親しんだ元気の出る料理も織り交ぜながら。 
 

2016 ネパール説明会  1 月 16 日(土)14 時～1.5H 三宮駅周辺※参加無料・予約制 

高千穂有康ガイド 

 

海外渡航歴 230 回を超え訪問国は 106 ヶ国。（2015 年 9 月現在）多忙極める超人気のガイドです。語学

堪能で豊富な知識と経験、さらに抜群の気配りセンスはいつも参加者を魅了してやみません。とてもス

マートに行うサポートやサービスは旅の価値を最大限に引き上げます。旅慣れた方も、旅の初心者も、

分け隔たり無く楽しませてくれる高千穂さん。高千穂料理のサポートや高千穂マジックで山頂に立てた

との声も多数。今後の海外登山企画に乞うご期待！高千穂ガイドと世界の山を登りましょう！ 
 

2016 年 2 月 2 日(火)出発 14 日間 キリマンジャロ 担当ガイド 

↓⑥ゴーキョピーク(5,360m)より 

左から順に②玉山 ③キナバル山 ④ブライトホルン ⑤大姑娘山 ⑦カラパタール 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

神奈川県 ＪＲ利用 

鎌倉プリンスホテルに３連泊 

鎌倉･北鎌倉･江の島を歩く 

レベル 

２ 
体力 ★★☆☆☆ ゆらり 

 

出 発 日 

旅行代金 

募集定員 
 

 

1 月 28 日(木) 3 泊 4 日 

135,000 円 

14 名 最少催行 8 名 
 

 

食事 
 

朝 3 昼 3 夕 3 
 

宿泊 
 

 

 

①②③鎌倉プリンスホテル  

 

ｺｰｽﾃﾞｰﾀ 
 

①②③④約 2～3 時間の散策 
 

 
［行程］豊田嘉英ガイド同行 

①新大阪(8:30 予定)－<新幹線>－新横浜－鎌倉…銭洗弁財天宇賀福神社

…佐助稲荷神社…大仏切通し…鎌倉大仏殿高徳院…光則寺…長谷寺…長谷

駅<江ノ電>七里ヶ浜(泊)②七里ヶ浜－<江ノ電･JR>－北鎌倉駅…建長寺半

僧坊…大平山…天園…瑞泉寺…明王院…鶴岡八幡宮…鎌倉－<江ノ電>－七

里ヶ浜(泊)③七里ヶ浜－<江ノ電･JR>－北鎌倉駅…葛原岡神社…源氏山公

園…海臧寺…鎌倉駅－<江ノ電>－長谷駅…極楽寺坂切通し…稲村ケ崎…七

里ヶ浜(泊)④七里ヶ浜－<江ノ電>－江の島…江ノ島散策－新横浜－<新幹

線>－新大阪(18:00 予定) 

●豊田ガイドよりおすすめコメント 

秋には紅葉、春には桜、初夏にはアジサイ

と自然とともに一年中楽しめる古都・鎌

倉。今回はそんな鎌倉第一弾として豊田お

奨めのハイキングコースとパワースポッ

トを厳選して鎌倉・江の島を周遊いたしま

す。なんといっても源頼朝公の創建した鶴

岡八幡宮。そして鎌倉五山の名刹第一位の

建長寺から瑞泉寺までの鎌倉アルプス。 

第四位の浄智寺で健康祈願。今や大人気、

宇賀福神社の銭洗弁財天で金運を引き寄

せ、源氏山や成就院・極楽寺坂切通から海

と鎌倉の歴史街を堪能しましょう。江の島

稚児ヶ淵からの夕陽は必見です！小町通

では小腹がお腹一杯になっちゃうこと間

違いなしですよ！ 

三木がお勧めする鎌倉の旅。鎌倉プリンス

ホテルをベースに、江ノ電を使いながら鎌

倉・北鎌倉・江の島をゆっくり散策します。

今回のガイド・豊田さんが下見へ行かれま

したので写真とコメントを紹介いたしま

す。ぜひお申し込みお待ちしております！ 

江ノ電乗車と江の島の生しらす丼が楽し

みな添乗員・三木浩嗣 

(上)江ノ電(下)高台から

海と鎌倉を望む 

撮影：豊田嘉英ガイド 

 

なぜ紅葉の時期は特に危ないの？ 
 

山に行く準備をしている時、 

「まだこんなに暖かいからこれは要らないかなぁ？

荷物はなるべく軽くしたいし置いていこ！」 

なんて経験はありませんか？ 

紅葉は 9 月の中旬、北海道の山々から始まり、だん

だん南下していきます。関西の里の紅葉は 12 月初旬

頃になることが多いですよね。 

9 月～10 月に紅葉を見に行く時期、皆様がお住まい

の関西ではまだまだ暑さの残る季節。しかし、9 月に

入ると夏場日本を覆っていた暖かい小笠原気団が衰

え、寒気が入り込みやすくなります。その時北海道

の 2000m やアルプスの 3000m では冷たい雨から雪に

変わることもあります。下界では 20 度を超えても、

山の上では氷点下。そんな状況なんですね。 

もしそんな時にしっかりとした防寒着が無けれ

ば・・・と考えると恐ろしいですよね。 

防寒着は自分の命を守るもの。この意識が大切です。 

 

防寒着ってどんなものを用意したらいいの？ 
 

暖かさを保つこつは“空気の層を作る”ということ

です。分厚い服を一枚着るより、薄手の服を二枚着

ることで、空気の層ができより暖かくなるのです。 

ダウンが暖かいのは正に空気の層が出来るから暖か

いわけです。 

もうひとつ大切なのは“身体の末端を冷やさない”と

いうことです。特に注意するのは頭と手です。 

山を歩く際、ハットやキャップをかぶる方は多いです

が、この二つは日除けであって保温効果は期待できま

せん。となると必ずニット帽が必要です。手袋も薄手

のものを普段使っている人は多いと思いますが、同じ

く保温効果は期待できません。必ずウールや毛の分厚

目の手袋が必要です。 

あとよく質問が出るのがフリースとダウンの違い。 

フリースは濡れても暖かさを保てますので行動着に

向いています。一方ダウンはフリースよりも保温性は

高いですが、濡れに弱いので行動着として向いていま

せん。小屋やテントなど屋内で非常に重宝する防寒着

といえるでしょう。しかし最近は羽毛の代わりに化繊

でできたジャケットもあります。行動着としても活用

できますので新たに購入を考えている方にはお勧め

です。どちらにしてもダウンジャケットは軽いもので

すので、フリースと両方持っていくと便利ですね。 

このように防寒着の正 

しい認識を持って、正 

しい装備を持つことを 

心掛けて欲しいと思い 

ます。 
 

※写真は 9 月の大雪高原沼 

紅葉を楽しむコースですが、 

途中から吹雪になってしま 

いました。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ひと足早く、春を感じる旅へ 
 

今年の２月末、お休みを利用して少し遠

方へ出かけてきました。目的は広島県庄

原市にある節分草の群生地。今回は庄原

市観光協会の方から情報を頂いたのがき

っかけでした。ありがたい事に現地では

観光協会の方が同行し、見どころをいろ

いろ案内して下さいました。まずはメイ

ンの節分草の群生地がある庄原へ入る前

に少し寄り道を。この時期、銀山街道の

宿場町となる上下町では町を上げての雛

祭りがあり、商店や旧家に飾られたお雛

様を眺めながらの街歩きを楽しめます。旧家の並ぶ町並みと

豪華絢爛を楽しみます。そして旅のメインとなる庄原の節分

群生地へと足を運びます。なんといっても魅力は観光地化さ

れていないところ。「ちょっとお宅の庭先にある節分草を見

せて下さい」という雰囲気で地元の方と会話を楽しみなが

ら、花を愛でる事が出来ます。このエリアに群生地はとても

たくさんあるそうですが、す 

べて私有地だそうです。 

市と保存会さんは、一般に開 

放して頂いている７ヶ所の開 

花状況を毎日にチェックし、 

情報発信をされています。 

 

ドライバーガイド 堀祐希 

  

みどころいっぱいの能登半島へ 

シルバ―ウィークがお休みでしたので、自社のさぽ旅号を利用して１泊

で能登半島に行ってきました。といっても能登半島は地図ではすぐ行ける

と思っていましたが、なんと東京都とほぼ同じ面積。和倉温泉からでも先

端の禄剛埼まで 100 ㎞もあるくらい広い半島なんです。今回は大阪から１

泊なので一周は無理なので行けるところだけを見てきました。 

関西から能登半島までなら遠くもなく近くもなくちょうどいい道のり。

日本海が続く“のと里山海道”をドライブ、千里浜なぎさドライブウェイ、

九十九湾、恋路海岸、軍艦島と呼ばれる迫力の見附島。そのまま能登半島

の最先端「聖域の岬」ゆらり企画でおなじみのパワースポットへ。ここで

夕方ぎりぎり。和倉温泉に宿泊して翌日、巌門の遊覧船へ。ちょうどいい

１泊で充実しました。でも能登半島はまだまだみどころいっぱい♪。能登

半島で２泊すると充分満喫できそうです。１泊目は輪島付近で宿泊、２泊

目はプロが選ぶ日本のホテル１００選３２年間総合第一位の名館中の名館

「加賀屋」さんに宿泊してゆっくりしたいですね。来年能登半島一周を２

泊３日でのんびりさぽ旅企画で旅をしたいと思います。ご期待下さい。 

さぽ旅くらぶ ドライバー 岡本哲也 

第４０回 プロが選ぶ日本ホテル総合ランキング 

１位 石川県 和倉温泉「加賀屋」 

２位 新潟県 月岡温泉「白玉の湯泉慶・華鳳」 

３位 静岡県 稲取温泉「稲取銀水荘」 

旅行新聞新社が主催。全国の旅行会社による投票を集計し 100 選施設を

選出しています。「もてなし」「料理」「施設」「企画」の 4 部門の合計点

からなる総合ランキングです。 



 

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。 

 

●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。 


