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２０１９年 海外 設定候補ツアー 

出発日 期間 ガイド タイトル 

1/24(木) 8 日間 高千穂 ルートバーントラック縦走とマウントクック 

2/19(火) 8 日間 高千穂 グリーンランド 

3/11(月) 5 日間 馬場 グアム島 

3/15(金) 13 日間 沖本 マチュピチュ散策とウユニ塩湖 

4/15(月) 12 日間 小林 ネパール・アンナプルナトレッキング 

4/26(金) 12 日間 津森 ランタントレッキング 

5/20(月) 15 日間 高千穂 青蔵鉄道とジープでヒマラヤ越 

6/7(金) 10 日間 馬場 クロアチア・スロベニア 

6/13(木) 8 日間 高千穂 アラスカ 

6/24(月) 9 日間 沖本 スイス・アルプスフラワーハイキング 

7/1(月) 8 日間 豊田 マウイ島マウナケア山 

7/7(日) 7 日間 高千穂 九寨溝黄龍 

7/14(日) 9 日間 津森 大姑娘登頂 

7/14(日) 9 日間 高千穂 二姑娘登頂 

8/19(月) 10 日間 高千穂 ブライトホルン 

9/19(木) 9 日間 沖本 カナディアンロッキーとイエローナイフ 

11/5(火) 10 日間 馬場 スリランカ 

11/10(日) 4 日間 豊田 済州島 

※上記の日程は確定ではありません。今後変更となる可能性もありますのでご了承下さい。 

※先行予約は受付致します。ご興味のあるコースは添乗員までお伝え下さい。 

２０１９年 国内イベント 設定候補ツアー 

出発日 期間 ガイド タイトル 

1/8(火) 3 泊 4 日 小林 干支の山 宮崎県 猪田山と霧島滝巡り 

2/1(金) 1 泊 2 日 豊田・馬場 １７周年 羽合温泉と鳥取城（ゆらりプラン） 

3/9(土) 1 泊 2 日 小林 １７周年 行先未定（登山プラン） 

3/11(月) 1 泊 2 日 小林 １７周年 行先未定（登山プラン） 

 

現在、山旅人では次号のパンフレットに掲載される国内外

のツアーを選定中です。先行予約の多いツアーから順番に

企画作業を進めております。各ガイドさんのスケジュール

にも、まだ少しだけ空きがありますので、皆様の行きたい

山や旅の希望をお聞かせ下さい。ご希望に応じたツアーの

企画を検討させて頂きます。 
 

★次号のパンフレットに掲載されるツアーは？ 

国内ツアーは１０月～１１月出発の追加設定ツアーと１２

月～来年４月までの新ツアーを掲載、海外ツアーは来年１

月～１２月出発のツアーを掲載予定です。 
 

★次号のパンフレットはいつ発送？ 

次号のパンフレット「２０１８年秋～１９年春号」は今年

の７月初旬に発送予定です。そこに掲載される全コースの

発表は６月頃を予定しております。それまでも決定したコ

ースを順次お知らせ致しますので、お気に入りの企画には

先行予約をお入れ下さい。 



 

 

山旅人のさぽ旅くらぶ（１０名乗ジャンボタクシー利用企画）を広く知って頂くために昨年１１月から今年の２月

まで毎月招待ツアーを実施しましたので報告します。沢山のご参加ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

約６０名の皆様にご参加いただきました。本当にありがとうございました。 

行き先は、その日のお天気やご参加いただいた皆様の山歴などを参考にして当日行き先を決めるという形で８回と

も全く違う場所をアレンジしました。もちろんとっておきの場所ばかりです♪さぽ旅くらぶは小回りが利いてアッ

トホームな雰囲気でいろんな場所へ行く事ができますので是非ご利用下さい。行き先は北海道から九州まで方面を

問わず、年間を通じて企画しています。現在、但馬や桜の時期なども募集中です。四季折々楽しい企画を随時ご紹

介しますのでどうぞご期待下さい。  さぽ旅くらぶ担当：堀・岡本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山旅人招待ツアーで行った場所です。 

出発日 期間 スタッフ 方面 

11／16(木) 日帰り 堀・岡本 岡山県(紅葉の奥津渓谷・裏見の滝・赤和瀬渓谷） 

11／30(木) 日帰り 岡本・横田 愛知県(黄色に染まる祖父江イチョウ・衆楽公園の大仏） 

12／ 8（金) 日帰り 岡本・横田 岡山県(展望の夕立受山・鷲羽山鍾秀峰) 

12／18(月) 日帰り 岡本・浮田 三重県(横山展望台・志摩地中海村・石神神社) 

1／18(木) 日帰り 岡本・横田 岡山県(展望の山 三頂上山・八丈岩山・金甲山) 

1／23(火) 日帰り 堀・浮田 岡山県(奇岩の王子が岳) 

2／ 6(火) 日帰り 岡本・横田 和歌山県(白崎海岸と低山 奠供山・鏡山・妹背山・天満宮) 

2／19(月) 日帰り 堀・岡本 滋賀県(琵琶湖一周・今津座禅草・太郎坊宮) 

 

  

二十四節気の４月の項。 

４月前半の「清明（せいめい＝４月４日～１９日頃）、万物が清らかで生き生きとした様子」。旬のも

のはサザエ、三つ葉、新じゃがいも。小さい（→ササ）＋家（→エ）＝サザエ。直火の強火で短時間

で火を通す焼きサザエはエスカルゴのようにニンニク風味のバターで食しても美味。二十四節気を更

に区分けした七十二候の中では「玄鳥至（つばめきたる）＝冬季、暖かい東南アジアの島々で過ごし

ていたツバメが日本にやってくる頃」。本格的な春と農耕シーズンを表します。 

４月後半は「穀雨（こくう＝４月２０日～５月４日頃）、穀物に水分と栄養が溜め込まれて元気に育つ

恵みの雨が降り注ぐ頃」。旬のものはタケノコ、ヤリイカ、藤。紫色の花は周辺の緑に映えて鮮やかな

コントラストを見せます。七十二候は「霜止出苗（しもやみて なえいずる）＝霜も降らなくなり、苗

がすくすく育つ頃」。田植えの準備が始まり、活気にあふれている農家の様子が連想できます。（ｲﾝﾀｰﾈ

ｯﾄ資料参考）。 

４月の四季旅人お勧めのツアーです。 

・４/２３(月) 春の美山荘と常照皇寺 この季節ならではの｢摘み草料理｣（出発決定） 

・４/３０(月)～５/２(水) 宗像大島と河内藤園 世界遺産と藤のトンネル（出発決定） 

番外：「行ってきました」～水戸偕楽園と雅叙園の百段階段～ 

 ３/２５～２７に東京と水戸の観光へ。超早咲きとなった梅は盛り過ぎでもまだ美しく、満開の都内

の桜はサプライズのプレゼントとなりました。祭り・美術館・自然と見どころ満載の関東地区、年内

には泊ってみたいホテルの１つ「東京ステーションホテルの宿泊」も企画予定です。 

担当：徳永 恵 

左から： 

美山荘イメージ 

河内藤園 

偕楽園の梅 

都内桜通りの桜 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山旅人では以下のように年間のパンフレットスケジュールが決ま

っております。もし設定ご希望の企画があればお早めにスタッフま

でお知らせ下さい。ご希望（先行予約）の多い企画から順にツアー

を設定させて頂いております。 

 

出発日が５月～９月(１０月～１１月の一部)を掲載する夏秋号 

企画採用の決定 前年の９月～１０月に決定 

パンフレット発送 翌年の１月 
 

 

 

出発日が１０月～翌年４月(海外は年間)を掲載する秋春号 

企画採用の決定 同年３月～４月に決定 

パンフレット発送 同年の７月 

 

企画採用決定前までにご提案頂ければ検討させて頂きます。 

是非、皆様のご希望をお聞かせ下さい。 
パンフレット発送は 

毎年１月と７月を予定しております。 

 

本格的な登山シーズンを前に、春の社員研修を行いまし

た。講師は武村美一さん。ツアー中、不慮の事故等によ

る行程変更で山中ビバークになることを想定し、日帰り

装備の状態で山に出かけました。まずは自分たちがビバ

ークを体験することで、どのようにしたら安全に、少し

でも快適に一夜を過ごせるか、実体験の中で学びます。

同時にビバークの大変さを知ることでそのような事態

にならないためにはツアーをどのように運営するかと

いう安全意識も高めます。この内容の研修会を始めたの

は４年前。毎回場所を変えながら同じ内容を繰り返し、

技術向上と新しい気付きを得ています。内容が同じでも

場所や天気が異なると応用を利かせるのが大変難しい

です。今シーズンも皆様に安心してご参加頂ける安全な

山旅を目指してがんばります。  

 

山旅人スタッフ一同 

上の写真はビバーク訓練の様子。寒い

夜を安全に過ごす暖を取ります。下は

一夜明けた様子。 
上：体を横に休めるためのシェルター

設営。下：夜間歩行の訓練では昼山行

との感覚のズレをチェック。 

危険箇所通過の実践的なフィックスロープ設営。自

分自身の安全確保とお客様を安全に通過させる技

術を学びます。入社１年目の横田は初めての訓練。

武村ガイド指導のもと、多くを学びました。いつな

ん時トラブルがあっても的確に対応する技術と心

構えを身に着けておきたいものです。 



 

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。 

但しツアー日数が７日以上は２枚利用可、１３日以上は３枚利用可、１９日以上は４枚利用可となります。(2018 年 3 月より) 

※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。 


