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冬場のトレーニングこそが 

快適な夏を迎えるための鍵 
 

観光旅行と違い、山の旅の場合は日頃から何の

トレーニングもせず、年１回の余暇として参加

して楽しむという事は出来ません。当然、日頃

のトレーニングが必要となります。もちろん行

く山のレベルにもよりますが、例えば夏の北ア

ルプスへ行くのに、春に近郊の軽いハイキング

をした程度で本番を迎えるなんて事は絶対に好

ましくありません。例えば本番に６時間歩くの

であればトレーニングとして７時間歩いてみる

とか、テント泊で８キロの荷物を持って歩く予

定なら、１０キロの荷物でトレーニングするな 

ど、厳しいコースであればあるほど高い意識を

もってトレーニングを行なう必要があります。 

しかしご自身だけではどういったトレーニング

が効果的なのか、実際どのようにトレーニング

をしたら良いか分からない、と思う方は多いと

思います。 

そこで山旅人では、来年の冬から春に夏山を目

指すためのトレーニング企画を多数募集してお

ります。 

充実したトレーニングを実践し、来年のメイン

山行を目指して下さい！ 

 

 

小林ガイドが案内する夏山トレーニング 
 

【大隅半島 高隈山】 1 月 28 日(木) 3 泊 4 日 

真冬でも温暖な気候の鹿児島県大隅半島。大箆柄(おお

のがら)岳をはじめ 1,000ｍを越える峰が７つある高隈

山系で１日５時間のしっかり歩きトレーニングです。

鹿児島のシンボル桜島と、錦江湾をはさんで開聞岳、

金峰山など南薩の山々から北薩の紫尾山や霧島連山ま

で、大パノラマが展開する頂上を目指します。 

 

【雪の九重山】 2 月 25 日(木) 3 泊 4 日 

小林孝二さんの生まれ故郷、九重山。冬の九重山は信

州アルプス等とほとんど同じ環境、それだけに厳冬期

の山の景色は素晴らしく、九州の岳人達を魅了して止

みません。今回、そんな九重山で夏山に向けての体力

トレーニングを企画しました。 

 

【丹波中央分水界トレイル】3 月 11 日(金) 1 泊 2 日 

アップダウンの多い丹波中央分水界トレイルはトレー

ニングにピッタリの山塊。小林ガイドがペースメーカ

ーになり標準コースタイムを意識しながら皆様をエス

コートします。 

 

武村ガイドが夏山で役立つ講習を織りまぜた夏トレ 
 

【六甲山全山縦走】 1 月 24 日(日) 2 泊 3 日 

六甲山 56km を 3日に分けて縦走します。アップダウン

の多い長丁場の山行は夏山に向ってのトレーニングに

最適です。今回は初日下山後に装備の講習会を行った

り、登山中も例えば歩き方、行動食の選び方、水分補

給の話しなど随所に講習要素を盛り込みます。 

 

【多紀連山縦走】 2 月 28 日(日) 1 泊 2 日 

篠山市の中央分水嶺である「多紀連山」。約 20km に及

ぶ連山を二日間で縦走します。美しい滝が続く篠見四

十八滝から小金ヶ嶽、主峰の三嶽、そして西ヶ嶽まで、

滝あり、鎖あり、岩場あり、アップダウンありと変化

に富んだ歩き応えのあるルートです。 

 

山内ガイドが案内する夏山トレーニング 
 

【蒜山三座縦走と湯原富士櫃ヶ山】4月 16 日(土) 2 泊 3日 

初日は大山山系の展望が抜群の象山と擬宝珠(ぎぼし)

山で足慣らし。翌日は犬挟峠からアプローチし下蒜山、

中蒜山、上蒜山の三座を縦走します。最終日の仕上げ

は湯原富士櫃ヶ山へ。頂上直下の直登は冬の間、眠っ

た身体を呼び起こすしっかり歩きとなるでしょう。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年ご好評を頂き５年間連続で続いているツアー

「春の伯耆大山」。多い年には３便も出発させていた

だくことが出来ました。そして多くの方々のご希望

で今年から秋のコースも設定しました。現地ガイド

として１５年間活動してきた地域とのつながりを活

かし、総力をあげてお客様を楽しませたいという願

いから今日の伯耆大山ツアーが有ります。宿坊山楽

荘さんをはじめ大山ガイドクラブの若手ガイドと協

力し万全のサポート体制で皆様をご案内致します。

ガイド業の傍ら山菜を摘んで旅館に卸す仕事もして

おりました私ですので地元のルールに基づいて春は

山菜、秋はきのこ狩りも楽しんで頂きます。この調

達した山菜は翌日の大山頂上避難小屋での食材に。

朝晩の自炊食事はもちろんですが、このツアーに限

っては寝袋もスタッフが運びますのでデイパックで

参加できます。今回は私も含めたスタッフが 4 名に

対しお客様は 6 名様。地元の協力の成せる業です。

時間にゆとりがあるので他の旅行会社や一般の登山

者が選ばないコース取りで登山を楽しみ山小屋を貸

し切り状態で利用。状況が良ければ満点の星空と島

根半島の向こうに沈む夕日や剣ヶ峰、烏ヶ山からの

ぼる朝日を拝むことが出来ます。大山が初めての方

だけではなく、いままでに辛い思いをして登られた

方もレベル３でゆとりを持って楽しむ伯耆大山へ来

年はお越しください。 添乗＆ガイド：津森 豊 

秋の大山は頂上で見事に

晴れ。山楽荘、ガイドク

ラブの皆様。今年も大変

お世話になりました。 

 

今年も行ってきました！九州列車の旅。まずは肥薩お

れんじ鉄道の「おれんじ食堂」。鹿児島の川内から熊

本の新八代まで３時間４０分、おいしい食事はもちろ

ん、停車駅ごとに地元のお土産をもらったり、遊歩道

を海岸まで歩いたり、海に沈む夕日を車窓より眺めた

り、ジャズピアノの生演奏あったりで、あっという間

に時間が過ぎていきます。翌日は新八代から人吉まで

球磨川沿いの登りを煙を出しながら力強く走る「ＳＬ

人吉」、人吉では城下町をガイドとともに散策。最終

日は人吉から吉松までループ線とスイッチバックと

日本三大車窓と呼ばれる霧島連山を望む絶景を楽し

める「いざぶろう」、吉松から鹿児島中央まで錦江湾

越しの桜島を車窓より楽しめる「はやとの風」、そし

て鹿児島中央からは九州新幹線さくらで帰路につき

ました。また列車と散策を取り入れた山旅人らしい列

車の旅を企画していきますのでお楽しみに♪ 

列車好き山旅人スタッフ 三木浩嗣 

おれんじ食堂車内でいただく美味しい食事 

おれんじ食堂        ＳＬ人吉         いざぶろう      はやとの風 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

地震滝と大源太キャニオン 
おかげさまで満席６名様にて出発させて頂きました。今回、新潟県観光協

会の方々にもご協力を頂き、とても充実した旅をさせて頂きました。中で

も紅葉真っ盛りの大源太散策と妙高高原のイルミネーションはとても感

動的でした。さらに全身に響く滝の音が印象的な苗名滝へも。地震滝と称

されるのも納得です。楽しすぎて、あっという間に感じた４日間でした。ご参

加の皆さんにも、とても喜んで頂きました。 

 

そして…来年の企画も出来ました！ 
今回、妙高高原のイルミネーションに感激し、今話題のなばなの里のイ

ルミネーション(全国ランキング３年連続第一位！)の企画をする事にな

りました。近隣に１泊しますので、混雑のピークを避けて日本一のイルミ

ネーションを堪能、翌日は朝一番の御在所ロープウェイに乗って、人の少

ない午前の樹氷を満喫。人気の日帰り企画を１泊にする事で混雑を避けて

ゆったりと楽しむ事が出来ます。 

 超少人数、フットワークの軽い「さぽ旅くらぶ」ならではの企画です。 
 

先行予約受付中！なばなの里イルミネーションと樹氷の御在所岳 
ドライバー 岡本哲也 

 

この楽しみ方、まるで家族旅行 
バスでは入ることの出来ない狭い場所や駐車の難しい場所でもジャンボ

タクシーなら楽々。素敵な場所があればちょこっと停車し、写真タイムを

楽しむ。そうです！さぽ旅くらぶはまるで家族旅行。団体では宿泊できな

いお宿や食事場所も利用、行程も天候や皆さんのご要望でサクサク変更可

能。贅沢な貸切ジャンボタクシーの旅です。 

  

たくさんの皆様から頂いた先行予約… 

少しでも多くの皆様のご期待に添えるよう努力します! 

 

 

今年の春から夏にかけ、数多く頂いた２０１６年の先行予約。 

現在、スタッフ総出で集計しながら、パズルの様に計画をうめ

ている最中です。少しでも多くの皆様のご期待に添える様、最

大限の努力を重ねてはおりますが、ご期待に添えないコースも

ありますので、どうかご理解頂きます様、お願い申し上げます。 
 

 

こちらは５月～６月出発のツアーで、すでに先行予約の多い 

人気コースです。ご希望の方は早めの先行予約をお勧めします。 
 

 

 

花の大佐渡山脈縦走    ５月 ９日出発  ４日間 

大菩薩嶺・小金沢縦走   ５月１９日出発  ４日間 

テントで楽しむ白神山地  ５月２１日出発  ４日間 

雲取山と両神山      ５月２２日出発  ４日間 

瑞牆山と金峰山      ５月２６日出発  ４日間 

屋久島宮之浦岳縄文杉縦走 ５月２８日出発  ４日間 

残雪の白山 御前峰    ６月 ７日出発  ３日間 

最北の名峰 利尻山    ６月１０日出発  ３日間 

花の栗駒山と森吉山    ６月２７日出発  ４日間  

 

※７月以降もお気軽にお問合せ下さい。 

次号「春夏号」(4 月～9月)は 

１月の中旬に発送予定です。 

どうぞお楽しみに♪ 

大佐渡山脈のシラネアオイ 

ヤクシマシャクナゲ 



 

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。 


