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山旅人は２００２年４月開業 

１５周年感謝企画 大崎上島 神峰山 
 

ご愛顧の皆様に日頃の感謝の気持ちを込めて、記念ツア

ーを実施しました。２日間のツアーが２本、ずっとお天

気に恵まれて楽しいイベントツアーとなりました。サプ

ライズも続々… １．きのえ温泉ホテル清風館の料理長

手作り「鯛味噌」のお土産 ２．まさかの冬花火大会 ３．

山旅人オリジナル完全防水袋１０Ｌサイズの記念品 

４．ティーサービス＆ゼリー(ま、これはいつもの事です

が…) そしてまさかの ５．秋冬に実施する七旅人 Plus

日帰りツアー無料招待！ 皆さん驚き＆大喜び♪  山

良し、料理良し、さらにサプライズも大満足頂きとって

も楽しい旅となりました。 

 

地元出身のスタッフが案内する２０１７年祭り旅をご紹介 

4 月 7 日(金) 3 泊 4 日 
高千穂有康ガイドの案内する春の大祭 

ガイドは社家 英彦山御神幸祭 

好評 

募集中 

6 月 3 日(土) 1 泊 2 日 
当社社員が僧兵太鼓を奏でる 

津森豊の大山夏山開山 たいまつ祭り 

好評 

募集中 

7 月 31 日(月) 7 泊 8 日 
佐々木伊作さんが案内 東北のお祭りめぐり 

盛岡さんさ踊り・青森ねぶた祭り・秋田竿燈祭り 

先行予約 

受付中 

8 月 24 日(木) 4 泊 5 日 
佐々木伊作さんの夏の東北物語 

桟敷席で見る全国花火競技大会 大曲の花火祭り 

先行予約 

受付中 

11 月 3 日(金) 3 泊 4 日 
高野努ガイドが案内する般若姫伝説の臼杵 

竹ぼんぼり発祥の地 幽玄、うすきの竹宵祭 

先行予約 

受付中 

 

山旅人の１５周年記念ツアーは広島県と

愛媛県の県境となる瀬戸内しまなみ海道

のエリアにある大崎上島へ。半世紀前ま

では神戸や横浜と肩を並べるほど多くの

船が行き来した港のある島だったそうで

す。初日は大崎上島最高峰、神峰山(かん

のみねやま)。山頂直下の駐車場へバスを

回送させて、展望の良い尾根道で海抜０

ｍから４５３ｍの頂を目指します。眼下

には巨大クレーンが乱立する造船所や、

しまなみ海道の橋、遠く石槌山までをも

見渡せるパノラマ歩き。さらに山頂の展

望所からは１００を越える島々を眺める

事が出来ます。下山は少し下ればバスの

待つ駐車場。暖かいドリンクサービスは

嬉しいひと時です。 

 

大山火祭り 大山寺にて 

この日の泊りは島の岬に建つ、ロケーション抜群のきのえ

温泉ホテル清風館。夕日や露天風呂からの景色を楽しみ、

夜のお食事は１５周年の記念パーティー。食後は皆さんと

外に出て星空を眺め「冬花火」を楽しみました。 

２日目は島内散策。ここではアジのある語り部が同行しま

す。こちらの方、なんとホテル清風館の社長。とてもお話

上手で、島の今と昔をいろいろと聞かせてくれました。ど

のお話も地元を愛する気持ちがとても伝わってきました。

出港ギリギリまでのお話は、少しヒヤヒヤしましたが、こ

れはご愛嬌。往路は本州から島に入りましたが、帰路は木

江港から大三島へと渡り、大山祗神社を参拝、しまなみ海

道で帰路へと向かいます。楽しい時間はあっという間に過

ぎますね。１６周年は春の但馬になる予定です。先行予約

をお待ちしております。 

 

 大崎上島の最高峰 神峰山 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左の画像はヤフーが発表した２月１２日現在のアメダスランキングです。なんと

大山は全国で３位にランクインしました。２日間昼夜降り続き新雪がトータルで

２ｍはあったでしょう。下の写真は「新緑の伯耆大山２泊３日」でお馴染みの宿

坊山楽荘ですが、建物が裏山の斜面に積もる雪とつながり、まさにかまくら状態

です。去年は雪がとても少なかったため、例年どおりのこの光景に安堵の気持ち

が湧いてきます。実はブナの森では雪と山菜に密接な関係があります。 

それぞれ 

1 位の酸ヶ湯は八甲田山、 

2 位の桧枝岐は会津駒ヶ岳、 

4 位の肘折は月山 

山麓の観測です。 

 

雪が地表を覆うことで植物にとって丁度

よい地面の温度を保ってくれます。そして

積雪が多い年は林床の雪解け水が多いの

で山菜がみずみずしくなり雪が少ない年

よりも美味しくなります。また山菜は標高

が低く気温が高い場所から採れ出し、雪融

けと伴に山奥に移るので山奥の残雪が消

えるまで収穫期間が続きます。逆に残雪が

少ない年は、高山も低山も同時に山菜が芽

を出してしまうので、収穫時期が短く採れ

る量も減ってしまいます。このように雪は

日本の四季を彩るだけではなく森の恵み

に密接に関わるとても大切なものである

ことがわかりますね。さあ、今年は自然の

恵みをたっぷり頂きに出かけましょう♪ 

添乗員 津森豊 

私が小さいころ、アニメ「銀河鉄道 999」でメーテルと哲郎が食堂車でステーキを美味しそうに食べているのを見て、

車窓に流れる景色を眺めながら食事ができる食堂車に強い憧れを抱いていました。そしてトワイライトエクスプレス

の食堂車で初めてその夢がかなったときは本当に感激しました。そんな中、食堂車を連結した列車はどんどん廃止に

なりましたが、最近は「レストラン列車」として、車内で食事が楽しめる観光列車が次々と誕生しています。下記に

一覧でまとめてみましたが、全国でもたくさんレストラン列車が運行されていますね。山旅人でも京丹後鉄道の「丹

後くろまつ号」や、肥薩おれんじ鉄道の「おれんじ食堂」などの旅を企画してきましたが、私が注目しているのは 

全国のレストラン列車一覧 
（北海道）海と絶景と美食「ながまれ海峡号」(道南いさりび鉄道) 

（東北）列車まるごとおしゃれなレストラン「TOHOKU EMOTION」（JR） 

 農家のお母さんによる「ごっつお玉手箱列車」(秋な内陸縦貫鉄道) 

 あまちゃんの三陸鉄道「レトロ車両ランチ＆スイーツ」(三陸鉄道) 

（関東）「旅するレストラン 52 席の至福」(西武鉄道) 

 ローカル線で本格料理「レストラン・キハ」(いすみ鉄道) 

（甲信越）海と山の絶景と日本一豪華な駅弁「雪月花」(えちごトキめき鉄道) 

 軽井沢の旅「ろくもん」(しなの鉄道) 

（中部北陸）伊豆の絶景と美食を楽しむ「伊豆クレイル」(JR) 

 2017 年伊豆にデビュー！「ザ・ロイヤルエクスプレス」(JR) 

 予約がとれない大人気の走る屋台「おでんしゃ」(豊橋鉄道) 

 清流長良川の絶景！「ながら」(長良川鉄道) 

 ほっこり懐かしい「明智鉄道グルメ列車」(明智鉄道) 

 四季折々の素材で滋養強壮「薬膳列車」(養老鉄道) 

（関西）丹後のうまいものづくし「丹後くろまつ号」 

 2017 年 6 月いよいよ運行開始！「ﾄﾜｲﾗｲﾄｴｸｽﾌﾟﾚｽ瑞風」(JR) 

（四国）日経おすすめ観光列車１位「伊予灘ものがたり」(JR) 

 2017 年春デビュー！「四国まんなか千年ものがたり」(JR) 

（九州）海と田園と地元食材の料理「おれんじ食堂」（肥薩おれんじ食堂） 

 クルーズトレインの先駆け「七つ星 in 九州」(JR) 

ＪＲ四国でこの春から運行される「四国ま

んなか千年ものがたり」です。４～９月の

金土日月祝に運行予定で多度津～大歩危

間を１時間２７分かけて走り、祖谷の渓谷

美を楽しみながら、地元食材をふんだんに

使った料理がいただけるそうです。しばら

くは予約が困難だと予想されますが、うま

く確保できたら企画したいと思いますの

でお楽しみに♪      三木浩嗣 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

関西から長距離フェリーはこんなにあります。 
＜四国・九州・沖縄方面＞ 

大阪（南港）～志布志.............フェリーさんふらわあ 

大阪（南港）～別府...............フェリーさんふらわあ 

大阪（南港）～新門司.............名門大洋フェリー 

大阪（泉大津）～新門司...........阪九フェリー 

大阪（南港）・神戸（六甲）～ 

名瀬・徳之島・沖永良部・与論～那覇...マルエーフェリー 

大阪（南港）～東予...............四国開発フェリー 

神戸（三宮）～宮崎...............宮崎カーフェリー 

神戸（六甲）～大分...............フェリーさんふらわあ 

神戸（六甲）～新門司.............阪九フェリー 

神戸（六甲）～新居浜.............四国開発フェリー 

 

＜東北・北海道方面＞ 

舞鶴・敦賀・新潟～小樽・苫小牧....新日本海フェリー 

敦賀～新潟～秋田～苫小牧..........新日本海フェリー 

 

＜上海・釜山方面＞ 

大阪（大阪港国際フェリーターミナル）・ 

神戸（神戸ポートターミナル）～上海...日中国際フェリー 

大阪（南港）～上海...............上海フェリー 

大阪（南港）～釜山...............サンスターライン 

 

フェリーを利用して素敵な山旅を！ 

長距離航路では、団体旅行や家族旅行など旅行

形態に対応した客室や充実したパブリックスペ

ースなどが備えられており、時間とともにその

表情を変える瀬戸内の景観や太平洋・日本海の

雄大な海原を楽しみながら目的地に向かうこと

ができます。 

２０１８年にも大阪～志布志(鹿児島)航路が新

造船就航するなど、新造船ラッシュによりまさ

しく「動くホテル」とも言える豪華フェリーが、

運航され船旅の魅力を感じられるようになって

います。関西から中国・四国地方と九州は、た

くさんの航路で結ばれています。フェリーや旅

客船に乗って、頑張っている熊本・大分、そし

て九州へ出かけましょう！！ 

★まだまだ間に合う募集企画！※残席わずか 

右田ヶ岳シリーズ(右田・勝坂・直登・右田トレ) 

3/17～23 小笠原父島・母島・南島 

3/28～31 足立山と古処山 

3/30～4/2 福智山と立花山と ふぐフルコース 

4/5～8  英彦山と宝満山 

4/7～10  春の大祭り 英彦山御神幸祭 

 
ご存知ですか？フェリーにはこんな装備があります。 

最近のフェリーは大型化し、フィンスタビライザー(船の横揺れ防止のための装置)や 
操船性を向上させるためのバウスラスター(波の抵抗を少しでも軽減させるために開発されたもの) や 

可変ピッチプロペラ(角度を自由に変えられる装置をもつプロペラ。この装置によって、エンジンは一定回転を保

ったまま前進、後進、変速、停止が可能)などを装備し、快適に船旅が楽しめるようになってるそうです。 

 

ポルトガルとマカオの出会いは４００年前に遡り 

ますが、マカオがその植民地となったのは近年の 

１５０年間ほどでした。１９９９年、香港がイギ 

リス領から返還されるのを機に同じ時期、ポルト 

ガルの手を離れ中国へ返還されましたが、現在も 

ポルトガル語は中国語（広東語）と並ぶ公用語と 

して使用されているほか、ポルトガル統治時の法 

律の多くがそのまま適用され、中華人民共和国と 

違い、住民にはこれらの自由が保障されています。中国大陸のヨーロッパ諸国の植民地の中ではもっとも古く、

域内に植民地時代の遺構が数多く点在するために、２００５年７月１５日に、マカオの８つの広場と２２の歴史

的建造物が「マカオ歴史地区」という名前でユネスコの世界文化遺産に登録されました。 

中華料理、ポルトガル料理を基本とした食生活ですが、かつてポルトガルの植民地であったインドやマレーシア、 

アフリカ、ブラジルの料理の要素や、交易のあった日本料理の影響も取り入れて融合した、マカオ料理が誕生し 

ています。 

前回ご案内したのが約１０年前、高層ビルの建 

築も始まっていましたが上のような歴史地区 

はほぼ変わらず、美しい佇まいを見せてくれま 

す。短い滞在ですが各国料理と美しいクリスマ 

スイルネーションを楽しみに参りましょう。 

１２月ご案内予定です。 

四季旅人担当：徳永恵 



 

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 観光庁長官登録旅行業第 2015 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の販売や写真の無料ダウンロード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。撮影したビデオ・写真をご希望の方は 120 分Ｄ

ＶＤ1 本 1000 円（写真はＣＤ500 円・プリント７枚 500 円）各送料込で販売致します。120 分に収まれば何コー

スでも 1000 円です。いくつかのコースをためてから注文して頂いても結構ですし、気に入ったビデオ１コース

だけを注文して頂いても結構です。ご注文・お支払いは添乗員まで。後日ご自宅へお送り致します。 

さらにパソコンやスマートフォンで当社ブログページから添乗員の撮影した画像データを無料でダウンロード

する事も出来ます。詳しくは添乗員までお問合せ下さい。 
※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。 


