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山をあきらめない 「まだ山を楽しめる！」と多数方にお喜び頂いております 

杖歩行の方でも、３０分以上の歩行が困難な方でも安心して楽しめる旅 

山好き、自然好きのお客様 だけなので気を使わない。 

山歩きが不安な方対象の企画なので「私、迷惑をかけてしまうのでは」のご心配は無用 

全コースとも限定８名様 快適な少人数募集の旅 

ドライバーとスタッフの２名体制でしっかりサポート 

小回りが利くジャンボタクシー利用、トイレ休憩は随時可能なので安心のドライブ 

歩行が不安なご友人をお誘い頂いても安心。貸切プランも可能、もちろんお見積りは無料 

「まだ山や自然を楽しめる」「歩行が不安なお友達を誘いやすい」「安心快適」と大好評 

さぽ旅くらぶ 募集中のツアーです。詳しくは添乗員へチラシをご請求下さい。 

出発日 日数 行先 

1 月 30 日(火) 2 泊 3 日 臼杵のふぐフルコースと古い町並み散策・臼杵石仏 

2 月 2 日(金) 2 泊 3 日 白銀のアルプスを望む パノラマ展望と結氷滝巡り 

3 月 30 日(金) 日帰り 万葉の花旅 ３月 梅香る明日香石舞台古墳と大和高取城跡 

4 月 8 日(日) 1 泊 2 日 山の斜面を埋めつくす山桜  常神半島 神子の桜船 

4 月 22 日(日) 2 泊 3 日 現地の開花状況で行先決定  信州桜巡りと雪のアルプス 

6 月 2 日(土) 1 泊 2 日 さぽ旅大山夏山開山 たいまつ祭り （次号にて募集予定） 

6 月 26 日(火) 日帰り 万葉の花旅 ６月 大和葛城山と紫陽花 （次号にて募集予定） 

３年前からスタートした山旅人のスタッフが

タクシードライバーとして皆様をご案内する

「さぽ旅くらぶ」。おかげさまで企画数も増え、

旅の内容も充実して参りました。最近では歩く

旅に不安な方だけで無く、登山やハイキングツ

アーへご参加の方でも「登山は誘えないけど、

この旅なら…」と普段は山へ行かないお友達や

ご主人（又は奥様）を誘ってご参加頂く事も増

えて参りました。添乗員やガイドだけで無く、

ドライバーも山と自然のプロなのでとっても

安心。中には４、５名様のグループで貸し切っ

て、あっち行こうか、こっち行ってよ等という

「わがまま、気まま旅」を楽しむ方々も。ジャ

ンボタクシーならではの楽しみ方ですね。お客

様は最大８名様まで乗車可、もちろんお見積り

は無料なのでお気軽にお問合せ下さい。 

来年もいろいろな楽しい企画を予定しており

ます。逆に皆様からもご希望のプラン(行先)

があれば是非ともご提案下さい。 

すっかりお馴染み定番企

画となりました、青氷の

巨大な氷爆を巡る旅「信

州結氷滝巡り」。レンタル

のスパイク長靴履いて少

し歩けば迫力ある幻の氷

爆が目の前に。実は来年

の企画は早くも満席なの

で、追加設定を検討して

おります。 

美しい海を見渡す若狭の

常神半島。半島最高所の

梅丈ヶ岳山頂から三方五

湖の景色を楽しんだ後は

漁師宿で新鮮なお魚料理

に舌鼓を打つ。そしてこ

の時期、なんと言っても

美しいのは神子の斜面を

埋め尽くす山桜。漁師船

に乗って海から見渡すと

圧巻です。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この度、試用期間を終えて晴れて新入社員になりました、横田和則

です。みなさまの多くは、はじめましての方が多いかと思います。 

入社したきっかけは、もともと、山登りが好きで自然に触れ合える

仕事に就きたいと考えていたからです。求人情報で山旅人を見つけて

ここしかない！と思い志願致しました。 

今まで、山登りは単独行がほとんどで、しかも低い山をハイキング

程度でしか登った事がありませんでした。入社して初めて登山ツアー

として自分の経験より標高の高い山をお客様と一緒に登った時に、今

までとは全然違う景色に驚き心を打たれ登山の楽しさを改めて実感し

ました。そして、登る事の大変さ、頂きに立った時の喜びをパーティ

ーで分かち合っている皆さんの笑顔にとても感動しました。その時私

はこの仕事のすばらしさに気づき、もっと色んな山を皆様と登って感

動の場面に立ち会いたいと思いました。 

まだまだ、入社したばかりで先輩方や皆さんにご迷惑をお掛けします

が早く一人前になれるよう精一杯頑張りますのでご指導ご鞭撻の程よ

ろしくお願い致します。 

 

横田 和則（よこた かずのり） 

平成５年６月２１日生・２４歳 

酉年・双子座・Ａ型 

好きな食べ物：肉類全般 

嫌いな食べ物：ありません 

座右の銘：One for all,All for 

one. 

山旅人では毎年春と秋に２回の定期研修を

実施しております。春はビバーク体験や読

図、雪山等、いろいろテーマを変えて研修

し、秋はこの様に基本的な危急時対応を学

んでおります。「基本的なテクニックを忘れ

ない」という事はとても大切な事だと改め

て意識する事が出来ました。この合宿研修

を通して社員一同が改めて「事故の無い１

年にしよう」と安全意識を高め、襟を正す

のです。安村さんに教えていただくのは今

年で４年目ですが、毎回山旅人スタッフの

レベルに合わせて内容を絶妙にアレンジし

て下さるので、いつも新鮮な気持ちで取り

組んでいます。 

講師の安村さんとアシスタントの高千穂さん。安村

さんは相手に対しての思いやりと包容力のある人

柄、シンプルでわかりやすい実践的なロープワーク

を教えて下さいます。エベレストをはじめ世界の

山々をガイドツアーで登った経験から、安全のため

には何が必要かという事を根底から理解しておられ

るので聞き手側の私達にもストレートに伝わりま

す。 

①登山する山の定数と運動量の目安（標高差、距離、歩行時間から客観的な山の強度と消費カロリーがわかります） 

②登山中の栄養補給、水分補給について(何の栄養をどのように摂取したらよいか、１日に必要な行動食量と水分量の算定) 

③事故を起こさないための準備と事故が起こった時の対応(最悪の状況を想像、最大限準備して臨み何も起こさず終える) 

④ガイドと協力して行う危急時対応技術（もしもの時には冷静に的確に参加者全員の安全を確保しつつ最大限出来る事を） 

今回は以上を学びましたが、①②については、お客様がパンプレットで行き先を選ぶ時やツアーにご参加されて安全かつ

快適に歩いて頂くために大切な事ですので、積極的に体制を整えて早急にツアーに反映していきたいと思います。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

伯耆大山きっての観光スポット鍵掛峠。表大山と奥大山をつなぐ大山

環状道路の中間点となるこの付近はブナ純林に覆われたトンネルロー

ドです。今年はこの鍵掛峠を中心とした前後 8km の車道が 10 月末の数

日間、社会実験と称して全面通行止めになりました。一斉に紅葉した

トンネルロードをゆっくり歩いて楽しもうという試みです。行政の施

策ですが面白い部分に着目し観光開発しようとしていて嬉しく思いま

す。実はこの鍵掛峠は歴史も古く、中世には美作国(※1)から大山詣出

の道として利用されてきた古道であり、その山道は今でも一部そのま

まの自然道として残っているのですが、その存在を知るのは地元の中 

でもこの麓の住人と大山寺の関係者ぐらいだと思います。大山について情報

の多い私はこのルートを地元の仲間から聞いて昔から知っているのですが、

森が美しく西日本随一のブナ林を気軽に楽しむのには最高のルートと言え

るでしょう。鍵掛峠が脚光を浴びている今、この古道を歩くことは一つの自

慢にもなると思います。来春、知られざる大山ブナの森古道として企画した

いと思います。(※２)良い所だけを上手に選び存分に楽める２日間になるよ

うに頑張ります♪ ５月１１日(金)出発  １泊２日 レベル２ ゆらり 

※１ 美作国(みまさかのくに）は現在の津山市、美作市、真庭郡、他 

※２ ご紹介したこのコースは来年の設定候補一覧表に掲載している 

５月１１日(金)出発１泊２日新緑の大山鍵掛峠です。 

大山詣出の鍵掛古道はまだ知

られていないブナの森です。 

秋も深まると光や明かりが恋しくなります。空気も澄んで夜景やライトアップが増えるのもこの頃から。 

夜景は「見下ろすもの」と「見上げるもの」の２つに分けられ、見る対象物によって「湾岸・埠頭・空港・郊外」な

どに分類されるそうで「夜桜」も含まれるとか。また夜景が放つ色彩で代表的な夜景の色は「赤・橙・緑・青・紫・

白」の６つ。それぞれの色によって見た人に与える印象や心理的効果が大きく異なってきます。なるほど。 

世界三大夜景と呼ばれるものは半世紀以上前からあったのですが５年前に基準が見直され、改めて「モナコ・香港・

長崎」と制定されました。日本三大夜景は御存知の通り「函館・長崎・そして阪神間（神戸だけでは無いのです！）」。

阪神大震災直後に始まったルミナリエを見て、「明かりのありがたさ・力強さ・暖かさが改めて身にしみた」と、何人

もの知人が涙ぐみながら語ってくれました。 

最近では無機質な工場の放つ幻想的な夜景を鑑賞するクルーズが各地で流行り、「室蘭市・川崎市・四日市市・北九州

市・山口県周南市」が『日本五大工場夜景』とされます。中でも工場鑑賞愛好家から「聖地」と呼ばれるほど幻想的

な光景を見ることができるのが四日市市。観賞ポイントも多彩で、上空からの光の絨毯や、海上からは水面に写りこ

む幻想的な灯り、陸上からは間近で迫力のある光を楽しめます。 

四季旅人でも夜景を楽しむツアーをご案内中。１泊２日で初日の夜にクルーズ船で四日市の夜景鑑賞、コンビナート

勤務ＯＢが案内を担当します。翌日は御在所岳の樹氷を見学、四日市の宿泊でゆっくり出発できます。 

もう一つ現在企画中・・・ 

湾岸線から見る大阪湾と六甲山

から見下ろす阪神間の夜景見

物。その日は神戸北野で素晴ら

しい朝食を頂けるというホテル

泊。先行予約で承り中です。 

☆☆2 月 23 日(金) 

～24 日(土)☆☆ 

『四日市夜景クルーズ 

と御在所岳の樹氷』 

三宮･大阪発 

四日市都ホテル泊 

２名又は１名１室設定 

朝昼夕各 1 回食事付 



 

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。 


