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以前からお聞きしていた皆様からのご希望等をまとめた「ツアー設定候補⼀覧表」です。
押さえておきたいツアーは先⾏予約が可能です。記載の無いプランでも同時にご希望をお聞きしています。

おおよそ４ヶ⽉たった時点で皆様のお声を集計し、ツアー設定をするか採⽤を検討します。
※こちらに掲載のプランでも先⾏予約が少ない場合は募集を⾒送りますのでご了承下さい。



設定候補ツアー 予定 ツアーの魅⼒ レベル ガイド ⾏程の概要

⼾隠 蟻の塔渡りから⾼妻⼭ ６⽉
無⼈⼩屋を利⽤し、たっぷりとスリリングな岩尾根「⼾
隠」を楽しむプランです。

登⼭
５＋

⻑⾕部
JR利⽤ ３泊４⽇
前後泊は中社の旅館 登⼭は⾃炊
⼩屋

⾏先は当⽇発表 夏の北海道 花⼭歩き ６⽉
すっかり定番となった⼈気企画。今回も北海道在住の⼭下
ガイドが素敵な花の⼭をご案内。

登⼭
３＋

⼭下
航空機利⽤ ３泊４⽇
旅館等

アズマシャクナゲ咲く三国境の名峰 甲武信岳 ６⽉
⾔わずと知れた甲州、武州、信州の三国境にある名峰を周
遊コースでお楽しみ下さい。

登⼭
３

未定
貸切バス利⽤ ２泊３⽇
旅館泊、甲武信⼩屋泊

⼭中泊でお鉢も巡る ⽺蹄⼭ 真狩コース ６⽉
⽇帰りだと１０時間以上の⾏動時間になる⻑丁場の⽺蹄⼭
を⾃炊⼩屋泊を⼊れてゆとりの⼭⾏に。

登⼭
３＋

⼩林
航空機利⽤ ３泊４⽇
前後旅館等泊、９合目⾃炊⼩屋
泊

⾦環⽇⾷に合わせて訪れる台湾ハイキング ６⽉
2020年6⽉21⽇午後、台湾では⾦環⽇⾷が⾒られます。
台湾のハイキングと⽇⾷を楽しむ旅です。

ゆらり
２

⼩林
航空機利⽤ ３泊４⽇
6/20出発の予定

世界⼀美しい滝や湖沼群
九寨溝・⻩龍フラワーハイキング

６⽉
整備された⼭道、遊歩道を歩き、⾼⼭植物を愛でながら
ゆっくりと美しい湖、滝を楽しみましょう。

登⼭
３

⼩林
航空機利⽤
7⽇間の予定

ジャンボタクシー利⽤ 霧島隠れ滝巡り ６⽉
雲海に浮かぶ霧島。その⼭麓には神秘的な滝が無数に存在
します。バスでは⼊れない秘境の滝も。

さぽ旅 ⼩林
⾃社タクシー利⽤
船中２泊・現地⽇帰り

⼤弛峠(おおだるみとうげ)から⾦峰⼭ ６⽉
奥秩⽗の名⼭、⾦峰⼭は奥秩⽗の主峰の名にふさわしい⽇
本百名⼭。今回は⾞で上がれる⽇本⼀⾼い峠、⼤弛峠から
往復、⾦峰⼭⼩屋に１泊のゆとりの⾏程。

登⼭
２

豊⽥
JR利⽤ ３泊４⽇
旅館２泊⼭⼩屋１泊

⼋ヶ岳⼭麓の花散歩
絶滅危惧種 ホテイランウォッチング

６⽉
絶滅危惧種のホテイランを訪ねて、初夏の⼋ヶ岳を訪れま
す。新緑とお花をゆっくりとお楽しみ下さい。

ゆらり
２

豊⽥
貸切バス利⽤ ２泊３⽇
旅館２泊



設定候補ツアー 予定 ツアーの魅⼒ レベル ガイド ⾏程の概要

富⼠歴史めぐりとケービング ６⽉
富⼠⼭の地下洞窟から⽇本の⾃然の営みを垣間⾒ます。地
元ガイドの協⼒により、知られざる富⼠⼭の歴史をくまな
く巡ります。

ゆらり
２

現地 JR利⽤ ２泊３⽇

⼤⼭⽕祭り 迫⼒ある僧兵⼤⿎鑑賞 ６⽉
夏⼭開き⼤祭で登⼭の無事を祈って⾏われる１５００本の
松明⾏列に参加。炎の河は荘厳で歴史と⾃然の共⽣を体
感。僧兵⼤⿎演奏が祭りを盛り上げます。

さぽ旅 ⼩林
⾃社タクシー利⽤
１泊２⽇

百名⼭３座 皇海⼭ 武尊⼭ 男体⼭ ６⽉
⾜尾⼭塊の名峰の皇海⼭と、上越の⼭々や⽇光連⼭を⼀望
できる武尊⼭。⽇光連⼭を代表する男体⼭。

登⼭
４

⻑⾕部
JR利⽤４泊５⽇
ロッジ⾼⼭４連泊

⼊笠⼭テイ沢 ６⽉
新緑の森、苔の沢、アルプス展望、さらにお花も楽しめる
贅沢な⼭旅。マナスル⼭荘の⾷事も楽しみ。

登⼭
３

武村 貸切バス利⽤ ２泊３⽇

⽇本海に沈む⼣⽇とブナの原⽣林
新緑の⽩神岳から⼗⼆湖縦⾛

６⽉
⽩神⼭地を代表する秀峰、⽩神岳。ほとんどの⽅は⽇帰り
で⾜早に往復されますが、⼩屋泊でじっくり縦⾛。

登⼭
５

⻫藤
航空機利⽤ ３泊４⽇
旅館前後泊・無⼈⼩屋１泊利⽤

オサバグサ⼤群落 帝釈⼭から⽥代⼭ ６⽉
帝釈⼭のオサバグサは圧巻。尾瀬のクラシックルート御池
古道も楽しみます。（歩ぷ楽）

登⼭
２

⼩林
JR利⽤３泊４⽇
⼤好評の旅館ひのえまた連泊

ヒメサユリやニッコウキスゲの⼤群落
百花繚乱 会津花散歩

６⽉
⾼清⽔のヒメサユリ⼤群⽣地をはじめ、ニッコウキスゲの
雄国沼湿原や東吾妻⼭周辺の⾼⼭植物など初夏の花を満
喫。もちろん温泉にもご期待下さい。

ゆらり
２

近藤
航空機利⽤３泊４⽇
毎⽇温泉宿

⼈気の王ヶ頭ホテルに２連泊
花の美ヶ原 雲上ハイク

６⽉
美ヶ原のピーク、王ヶ頭は⽇本百名⼭を４１座も⾒る事の
出来る抜群のロケーション。贅沢にも２連泊で。

登⼭
２

武村 貸切バス利⽤ ２泊３⽇

右も左も⽔芭蕉⼤群落
⼤雪⾼原温泉と旭岳ロープウェイ雪上ハイク
タウシュベツ川橋梁とナキウサギの森

６⽉
夏⼭シーズン前、⾼原温泉周辺には⽔芭蕉が咲き乱れる。
残雪の旭岳⼭腹を貸し⻑靴で雪上散歩。タウシュベツ橋梁
と９０％の確率で出会えるナキウサギの森へも。

ゆらり
２

⿃⽻
航空機利⽤ ３泊４⽇
旭川市内のホテルと⾼原温泉に
２連泊



設定候補ツアー 予定 ツアーの魅⼒ レベル ガイド ⾏程の概要

花・花・花のツールドモンブラントレッキング ６⽉
本場アルプスＮＯ１コース。初〜中級者向。主峰モンブラ
ン周囲を1週間かけ、3ヶ国の国境の峠越えるトレッキン
グ。壮⼤な⾃然と⾼⼭植物が疲れを忘れさせます。

登⼭
３＋

⾼千穂 関⻄発１０⽇間

雄⼤なアルプスの峰々と⾼⼭植物を楽しむ
スイスアルプス フラワーハイキング

６⽉
ヨーロッパアルプスの王道、グリンデルワルドとツェル
マットにそれぞれ連泊し、現地ガイドお勧めのコースをご
案内します。

登⼭
２

未定 関⻄発１１⽇間

ゆらりで⾏く 百花繚乱 東北の旅
岩⼿⼭麓・⼋幡平⼭麓・安⽐⾼原 花と展望散策

６⽉
岩⼿⼭⼭麓、⼋幡平⼭麓、そして安⽐⾼原へも。雄⼤な⼭
の展望と花を楽しみます。皆さんの知らない湿原などへも
ご案内します。

ゆらり
２

近藤
佐々⽊
⾺場

３泊４⽇ 往復新幹線
温泉旅館3泊

希少価値の⾼い丹波とり⾙を⾷す
丹波とり⾙会席とハチ北花散策

６⽉
丹後とり⾙は⼤型⾁厚で独特の⽢みがあり、希少な⾼級⾷
材。その丹波とり⾙を宮津の料亭で会席料理として頂きま
す。その数なんとひとり１０個。ハチ北花散策も。

ゆらり
２

⾺場 １泊２⽇ 温泉旅館

ミヤマキリシマ⼤群⽣
平治岳から九重連⼭縦⾛

６⽉
九州最⼤級のミヤマキリシマ⼤群⽣ 平治岳から九重⼭へ。
ミヤマキリシマの⼤群⽣地、平治岳から九重⼭へと縦⾛し
ます。アプローチは男池。法華院温泉も楽しみ。

登⼭
３＋

⼩林
フェリー利⽤ ３泊４⽇
船中２泊 ⼭⼩屋１泊

花と温泉を楽しむ
⻄吾妻⼭・磐梯⼭・蔵王

７⽉
夏の東北は百花繚乱。⽐較的⼿軽に登⼭を楽しめる百名⼭
３座へ。地元近藤ガイドが皆様を楽しくサポート。

登⼭
３

近藤
航空機利⽤ ３泊４⽇
毎⽇温泉宿

ハヤチネウスユキソウ咲く 早池峰⼭ ７⽉
２泊３⽇で早池峰⼭だけを楽しむも良し。そのまま滞在し
て４泊５⽇で下記の岩⼿⼭へも参加可能です。

登⼭
４

近藤
航空機利⽤ ２泊３⽇
毎⽇温泉宿

⼩屋を利⽤してゆとりの⾏程で楽しむ
コマクサ⼤群⽣ 岩⼿⼭

７⽉
⽇帰りでは⻑丁場となる岩⼿⼭も、⼭頂直下の⼩屋に泊れ
ばゆとりをもって楽しめる素敵なコースに。

登⼭
４

近藤
航空機利⽤ ３泊４⽇
⼊⼭前と下⼭後は温泉宿

⽩雲⼩屋に泊って⼤雪⼭ 四⾊ピークを縦⾛
⾚岳・緑岳・⽩雲岳・⿊岳と⼤雪⾼原温泉

７⽉
⽩雲⼩屋に泊って、花、花、花の⼭歩き。固有種もたくさ
ん。１⽇の歩⾏時間は５~６時間におさえて憧れの⼤雪主
稜線ミニ縦⾛。

登⼭
３＋

⿃⽻
航空機利⽤ ３泊４⽇
⼊⼭前と下⼭後は⾼原温泉



設定候補ツアー 予定 ツアーの魅⼒ レベル ガイド ⾏程の概要

⽇本初ツアー フィックスロープで登る
名峰 三姑娘⼭（サンクーニャン）

７⽉
四姑娘⼭群の名峰、三姑娘⼭へ。⼤姑娘や⼆姑娘では⾼い
技術まで必要としませんが、三姑娘⼭は登攀器具(ユマール
等も）を使って登頂する本格派⾼所登⼭です。

登⼭
４

⾼千穂 関⻄発１０⽇間

⾼⼭植物咲き乱れる
⼤姑娘⼭5025ｍ（タークーニャン）

７⽉
5,000m峰へチャレンジ。登⼭レベルは初~中級クラスです
が、⾼⼭対応が参加条件となります。富⼠⼭かそれ以上の
⼭経験者向け。幻の花、ブルーポピーは必⾒。

登⼭
３＋

津森 関⻄発１０⽇間

⾼⼭植物と沢渡り
⽇⾼ 幌尻岳

７⽉
沢渡りを何度も渡り返し、⽇⾼⼭脈最⾼峰の幌尻岳へ。こ
の時期は⾼⼭植物も真っ盛り。沢⾜袋レンタル有。

登⼭
５

⼩林
航空機利⽤ ３泊４⽇
⼭中１泊は⾃炊⼩屋

百花繚乱夏の北海道花⼭巡り
富良野岳とニセイカウシュッペ⼭

７⽉
旭川のホテルに３泊して花の⼭歩き。最後の１泊はホテル
の⾷事をキャンセルして地元ガイド御⽤達の店へ。

登⼭
３＋

⿃⽻
航空機利⽤ ３泊４⽇
旭川市内のホテル３連泊

道東三⼭
羅⾅岳･斜⾥岳･雌阿寒岳

７⽉
知床半島最⾼峰、羅⾅岳。オホーツク富⼠、斜⾥岳。⾼⼭
植物が咲き誇る雌阿寒岳。⼈気の道東三⼭へ。

登⼭
４

⼩林
航空機利⽤ ３泊４⽇
旅館等３泊

ソフトな⼭歩きで花の東北満喫
秋⽥駒ヶ岳・森吉⼭・⼋幡平

７⽉
体⼒や技術的に厳しいコースであればお花の良いところは
いくらでもあります。このプランでは「ソフトな⼭歩きで
花を満喫できる⼭歩き」にこだわりました。

登⼭
３

近藤
航空機利⽤ ３泊４⽇
旅館等３泊

北海道最⾼峰 ⼤雪⼭旭岳登頂と
裾合平のお花畑（お天気の良い⽇に旭岳へ）

７⽉
⽇本百名⼭で北海道最⾼峰の旭岳を無理のないロープウェ
イ利⽤で往復します。もちろんお花畑散策も。

登⼭
３

⿃⽻
航空機利⽤ ３泊４⽇
旅館等３泊

南沼テント１泊で往復するゆとりの⾏程
花のトムラウシ⼭

７⽉
短縮登⼭⼝と呼ばれる（全然短くない）アプローチから往
復する事が多いトムラウシ⼭は１２時間を超える⻑丁場。
テントに泊って１⽇の⾏程を半分にしました。

登⼭
４

⼭下
航空機利⽤ ３泊４⽇
⼭中１泊はテント

北穂⾼⼩屋に泊る 涸沢カールから北穂⾼岳 ７⽉
北穂の⼩屋に泊りたい。アルプスフリークならきっと⼀度
は考えましたよね。では泊りましょう。

登⼭
４

未定
貸切バス利⽤３泊４⽇
⼭⼩屋利⽤



設定候補ツアー 予定 ツアーの魅⼒ レベル ガイド ⾏程の概要

南アルプス主稜線縦⾛
塩⾒岳から間ノ岳・北岳

７⽉
南アルプスを代表する秀峰塩⾒岳から、間ノ岳、北岳と⼈
気の3,000m峰を３座縦⾛します。

登⼭
４

未定
貸切バス利⽤ ４泊５⽇
⼭⼩屋利⽤

駒ノ⼩屋に泊る
花の会津駒ヶ岳から中門岳

７⽉
この⼭の⼀番の魅⼒は、会津駒ヶ岳から中門岳に広がる池
塘。秋の⼈気コースをお花の時期に。

登⼭
３＋

未定
JR利⽤ ３泊４⽇
⼭中１泊は⾃炊⼩屋

氷河地形の⽣んだ美しい⼭ ニペソツ⼭ ７⽉
まぼろしの⽇本百名⼭とも呼ばれるニペソツ⼭。北海道で
は珍しい氷河の削ったアルプス的な⼭。⽇帰りでは⻑過ぎ
る為、テントを利⽤して１泊２⽇の⾏程で登頂。

登⼭
５

⼭下
航空機利⽤ ３泊４⽇
旅館等２泊 ⼭中テント泊

後⽴⼭連峰の終点を目指して
栂海新道 朝⽇岳から親不知へ

７⽉
後⽴の最北端へと続く⻑い縦⾛路。太⽥蘭三「脱獄⼭脈」
のクライマックスの舞台。

登⼭
５

⻑⾕部
貸切バス利⽤ ４泊５⽇
⼩屋２泊、⾃炊⼩屋１泊、ホテ
ル１泊

シャモニ〜ツェルマット
憧れのトレイル オートルートトレッキング

７⽉
シャモニーからツェルマットまで、ロッジに泊りながら
ヨーロッパアルプスのトレイル縦⾛。１⽇８〜１０時間の
歩⾏。ハイキングじゃ物⾜りないという⽅にお勧め。

登⼭
４

⾼千穂 関⻄発１２⽇間

途中降⾞で花散歩
南アルプス林道と千畳敷

７⽉
この道に⼊る事を許されるのは路線バスと徒歩の⼈だけ。
当然歩く⼈はほとんどいないので実はこの道沿いは⾼⼭植
物の宝庫なのです。

さぽ旅 武村
⾃社タクシー利⽤ ２泊３⽇
駒ヶ根の温泉宿１泊
ビジネスホテル１泊

⿃倉林道から往復
南アルプスの名峰 塩⾒岳登頂

７⽉
⻑野県と静岡県の県境、南北に連なる南アルプスの⼭塊の
中央に位置する端正な⼭容をもつ塩⾒岳。

登⼭
４

未定
貸切バス利⽤ ３泊４⽇
登⼭⼝の温泉泊
塩⾒⼩屋泊・三伏峠⼩屋泊

草津温泉チャツボミゴケ公園と
野反湖ニッコウキスゲに逢いに⾏こう

７⽉
野反湖ニッコウキスゲに逢いに⾏こう 草津温泉から程近
い新緑の⾊そのもののチャツボミゴケ、簡単に散策できま
す。野反湖は富⼠⾒峠までの湖畔を散策します。

ゆらり
２

豊⽥
JR利⽤ 2泊3⽇
旅館2泊

霧降⾼原のニッコウキスゲ
⼤⾕⽯採掘場跡 横根⾼原

７⽉
霧降⾼原の斜⾯に咲くニッコウキスゲの群⽣と富⼠⼭の展
望。まるで地下神殿︖⼤⾕⽯採掘場跡は夏でも涼しく別世
界に来たよう。｢⼩尾瀬｣こと横根⾼原ハイクも。

ゆらり
２

⾺場 2泊3⽇ 往復新幹線
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稜線上すべての⼭⼩屋に泊る各駅停⾞
燕岳から⼤天井岳･常念岳

８⽉
常念⼭脈のメインを歩く北アルプス⼈気縦⾛路、燕岳から
⼤天井岳、常念岳。稜線上すべての⼭⼩屋に泊る各駅停⾞
のゆとり縦⾛にしました。

登⼭
４

武村
貸切バス利⽤ ４泊５⽇
⼭⼩屋４泊
初⽇のみ温泉の⼩屋

無理のない昼⼭⾏富⼠⼭ ８⽉
海外⾼所登⼭の経験豊富な⾼千穂ガイドと歩く富⼠⼭。⾼
所登⼭のトレーニングにも最適なプランです。

登⼭
３＋

⾼千穂
貸切バス利⽤ ３泊４⽇
⼭⼩屋２泊 ホテル１泊
予備⽇を設けております

⾶騨の秀峰 笠ヶ岳 ８⽉
岐⾩県が誇る秀峰笠ヶ岳。どこから眺めても笠の形を崩さ
ない優美な⼭容が特徴です。

登⼭
４

未定
貸切バス利⽤ ２泊３⽇
⼭⼩屋２泊
1泊目はお風呂のある⼭⼩屋

⼀合目から登る 真⾯目な富⼠登⼭ ８⽉
5合目から登るのが不真⾯目というわけではありませんが⼭
を登る⽅なら⼀度は⼀合目から登ろうかなと考えた事あり
ませんか︖⾼度順応的には良いコースです。

登⼭
４

未定
貸切バス利⽤ ３泊４⽇
⼭⼩屋２泊 ホテル１泊

飯豊本⼭（アンケート式で先⾏予約を︕） ８⽉
案１ 夏 ⼤⽇杉から切合⼩屋連泊で飯豊本⼭往復
案２ 秋 ⼤⽇杉から切合⼩屋連泊で飯豊本⼭往復
案３ 夏 梶川尾根から北股岳・飯豊本⼭縦⾛

登⼭
往復４
縦⾛５

近藤

航空機利⽤
往復 ⼭麓１泊・⼩屋２泊
縦⾛ ⼭麓１泊・⼩屋２泊・⼭麓
１泊

まさかのピークエスケープ
北アルプスの楽園 雲ノ平へＧＯ

８⽉
どこのピークも踏みません。雲ノ平だけに⾏って帰ってき
ます。そんなプラン、いかがでしょうか︖

登⼭
３＋

未定
JR利⽤ ４泊５⽇
⼭麓泊 太郎平泊
雲ノ平１泊 太郎平泊

目指せ︕雪⼭４，０００ｍ峰
ヨーロッパアルプス ブライトホルン(4,164m)

８⽉
ハーネス、ヘルメット、１２本⽖アイゼンを装着、ガイド
とロープを繋ぎ⼭頂へ。３６０度の展望。マッターホルン
のヘルンリ⼩屋へも。参加基準は雪⼭初級経験者。

登⼭
４

⾼千穂 関⻄発９⽇間

⽇本⼀の花⽕ ⼤曲花⽕ ８⽉
秋⽥の旅案内⼈ 佐々⽊伊作さんプロデュース。
１⼈で２名分のスペース（畳１畳くらい）を確保し、寝転
びながら花⽕を鑑賞します。

ゆらり
１

佐々⽊ 航空機利⽤３泊４⽇

⽩⾺岳から不帰キレット・唐松岳縦⾛ ８⽉ 栂池泊、⽩⾺村営頂上泊、唐松⼭荘泊で縦⾛。
登⼭
５

未定
貸切バス利⽤ ３泊４⽇
⼩屋３泊
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⼭⼩屋利⽤でゆとりの⾏程
出⽻富⼠ ⿃海⼭縦⾛と⽉⼭

８⽉
１⽇で歩くには⻑すぎる⾏程を⼭⼩屋で１泊⼊れることに
よってゆとりを持たせ展望抜群のルートを縦⾛。

登⼭
４

近藤
航空機利⽤ ３泊４⽇
⼩屋１泊 ホテル等２泊

ザイテングラートから奥穂⾼岳 ８⽉
あえて縦⾛や他のピークはつけず、とてもスタンダードな
アプローチで奥穂⾼岳へ登頂します。

登⼭
５

未定
貸切バス利⽤ ３泊４⽇
⼭⼩屋３泊
横尾泊、奥穂泊、横尾泊

北アルプス最奥の秘境
雲ノ平から⽔晶岳⾚⽜岳縦⾛

８⽉
⿊部川源頭部の上ノ廊下に囲まれた雲ノ平とそのさらに奥
地の⽔晶岳、⾚⽜岳を縦⾛します。周囲の名⽴たる名⼭を
望み１⽇平均７時間以上の稜線歩きを楽しむ。

登⼭
５＋

未定
貸切バス利⽤ ５泊６⽇
⼭麓１泊、⼭⼩屋４泊

キレンゲショウマ咲く
花の四国剣⼭と次郎笈

８⽉
花の百名⼭としても有名な四国剣⼭は夏にお花の最盛期を
迎え、登⼭道脇には⾊とりどりの⾼⼭植物が咲き乱れま
す。キレンゲショウマの時期に合わせます。

登⼭
２

武村
貸切バス利⽤ １泊２⽇
⼭⼩屋１泊

北アルプスパノラマ
⼋⽅尾根から唐松岳へ

８⽉
⽩⾺三⼭を眺めて歩く⼋⽅尾根は爽快。もちろん⾼⼭植物
もお楽しみ下さい。そして唐松岳の稜線からは迫⼒ある剱
岳をはじめ名⽴たる名峰がずらり。

登⼭
３＋

⼩林
貸切バス利⽤ ３泊４⽇
⼭麓泊、⼭⼩屋泊、⼭麓泊

コマクサ咲く⼋ヶ岳で花⼭歩き
夏沢鉱泉と根⽯岳

８⽉
厳しいコースを避けて、⽐較的⼿軽なコースで花の⼋ヶ岳
をお楽しみ頂く企画です。夏沢鉱泉では⼭のいで湯を楽し
み、根⽯⼭荘ではコマクサの群落を鑑賞します。

登⼭
２

豊⽥
貸切バス利⽤ ２泊３⽇
⼭⼩屋２泊

ロープウェイ利⽤で北⼋ヶ岳を歩こう
縞枯⼭・茶⾅岳・丸⼭へ

８⽉
ロープウェイであっという間に２千ｍを越え、涼しい北
⼋ヶ岳プチ縦⾛。坪庭から縞枯⼭、茶⾅⼭、風呂のある⻨
草ヒュッテ。⽩駒池や苔の楽園、⾞⼭登頂も。

登⼭
３

豊⽥
貸切バス利⽤ 3泊4⽇
旅館2泊⼭⼩屋1泊

会津の百名⼭
⻄吾妻⼭・磐梯⼭・蔵王⼭

８⽉
⾼⼭植物が咲く時期に会津の百名⼭三⼭へ登ります。地元
ガイドの近藤さんがスマートにコースをアレンジ。

登⼭
３

近藤
航空機利⽤３泊４⽇
⼭麓３泊

栂池から⽩⾺⼤池、蓮華温泉
雲上の楽園 花の⽩⾺⼤池

８⽉
目的は⼭頂ではなく、⼭を楽しむ事。アルプスの⼭々を眺
めて、花を楽しみ、⼤⾃然の景⾊の移ろいを堪能する⼭旅
はいかがでしょうか。

登⼭
３

武村
貸切バス利⽤ ３泊４⽇
⼭⼩屋３泊



設定候補ツアー 予定 ツアーの魅⼒ レベル ガイド ⾏程の概要

ソフトな⼭歩きで花の東北満喫
秋⽥駒ヶ岳・森吉⼭・⼋幡平

８⽉
体⼒や技術的に厳しいコースであればお花の良いところは
いくらでもあります。このプランでは「ソフトな⼭歩きで
花を満喫できる⼭歩き」にこだわりました。

登⼭
３

近藤
航空機利⽤ ３泊４⽇
⼭麓３泊

避暑の奥多摩ウォーキング
防災地下神殿(⾸都圏外郭放⽔路)

８⽉
旅⾏雑誌でも取り上げられる避暑地、奥多摩は標⾼が⾼い
為都⼼と⽐べると涼しく渓⾕美や森林浴、ちょっと変わっ
た｢ドラム缶橋｣など⾒所たっぷり。

ゆらり
２

⾺場
２泊３⽇ ＪＲ利⽤
旅館泊

気軽に2000ｍへ︕︕志賀⾼原 東館⼭ゴンドラと
横⼿⼭スカイレーター 涼風散策の旅

８⽉
暑い関⻄を脱出して信州へ︕︕志賀⾼原へ2000ｍの⾼原ハ
イク︕ゴンドラなどに乗って気軽に爽やかな⾼原の風と⾼
⼭植物にふれましょう︕

ゆらり
２

⾺場
２泊３⽇ ＪＲ利⽤
旅館泊

⾼⼭植物の宝庫 花の北岳 ８⽉
⽇本第⼆の⾼峰、北岳。⾼⼭植物の宝庫と呼ばれるに相応
しく、花の量も種類も多く、登⼭者に⼈気の⾼い⼭です。
下⼭⽇も⽩根御池に１泊し、余裕をもった⾏程。

登⼭
４

武村
貸切バス利⽤ ３泊４⽇
⼭⼩屋３泊

貸切ケビンで２連泊
花の⽩⼭

８⽉
⼀般的な登⼭⾏程とスケジュールをずらし、混雑を避けて
楽しむ花の⽩⼭。混雑を避けて楽しんで頂く為、南⻯⾺場
のケビンに２連泊。こちらは貸切なので快適です。

登⼭
３＋

武村
貸切バス利⽤ ３泊４⽇
⼭麓泊 貸切ケビン２泊

百花繚乱
花の⽩⾺岳から蓮華温泉

８⽉
⾔わずと知れた花の名⼭⽩⾺岳。泊る⼭⼩屋と⼭⼩屋の区
間を短く刻み、⼭麓１泊、⼭中３泊の余裕を持った⾏程で
楽しみます。美しい花々を愛でながら縦⾛。

登⼭
４

⻑⾕部
貸切バス利⽤ ４泊５⽇
⼭麓泊 ⼭⼩屋２泊 温泉１泊

花の中央アルプス稜線漫歩
⽊曽駒ケ岳と伊那前岳・将棋頭⼭

８⽉
ガイドは中央アルプスが拠点の救助隊としても活躍されて
いる武村美⼀さん。地元に精通したガイドならではのアイ
デアとおもてなし。⽇本⼀⾯⽩い⽊曽駒の企画。

登⼭
３＋

武村
貸切バス利⽤ ２泊３⽇
⼭麓泊 ⼭⼩屋泊

紅葉のチロルアルプス&ドロミテハイキング ９⽉
イタリアドロミテではトレチーメ峰をぐるっと１周。マル
モラーダ⼭展望ハイク等も。チロルアルプスではフネス⾕
の名ホテルを利⽤、秋の⾊づく⼭をハイキング。

登⼭
３

⾼千穂 関⻄発９⽇間

⾼天原温泉から⽔晶岳・野⼝五郎岳 ９⽉
折⽴・太郎平を起点として時計回りで北アルプスの秘境を
周遊。ちょっとマニアックかなぁ。

登⼭
４

未定
貸切バス利⽤ ５泊６⽇
⼭麓泊 ⼭⼩屋４泊
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空⽊岳 千畳敷から縦⾛し、池⼭尾根下⼭ ９⽉
初⽇に千畳敷まで上がり千畳敷ホテルでゆっくり過ごしま
すので、⾼度順応もでき、２⽇目の⻑い⾏程にも早朝出発
ができるので余裕を持たせています。

登⼭
４

武村
貸切バス利⽤ ３泊４⽇
千畳敷・⽊曽殿⼭荘・⼭麓泊

易⽼渡登⼭⼝から三角縦⾛
聖岳から光岳縦⾛

９⽉
現在、易⽼渡までは徒歩しか⼊れません。そこが開通した
らツアーを設定したいのですが…。もし開通しない場合も
いくつか対策があります。詳しくは当社まで。

登⼭
４

未定
貸切バス利⽤ ４泊５⽇
⼭麓１泊、⼭⼩屋３泊

五ノ池⼩屋に連泊
紅葉の御嶽⼭と池めぐり

９⽉
⼀⾜早い紅葉を楽しむ御嶽⼭。こだわりの周遊ルートで
じっくりと⼭頂の景⾊を楽しみましょう。

登⼭
３＋

武村
貸切バス利⽤ ３泊４⽇
⼭麓１泊、⼭⼩屋２泊

諏訪湖新作花⽕鑑賞
渓⾕散策と横⾕峡

９⽉
９⽉最初の⼟曜⽇、標⾼７５０mの諏訪湖で新作花⽕が打
ち上げられます。関⻄では暑い最中、諏訪では秋の気配。
横⾕峡、⼋ヶ岳の名湯、親湯や渋温泉も楽しみ。

ゆらり
２

豊⽥
貸切バス利⽤ 1泊2⽇
旅館1泊

天狗平⼭荘に連泊し
⼤紅葉の弥陀ヶ原満喫

９⽉
９⽉も終わりに近づくと⽴⼭周辺は美しい紅葉の季節。中
でもダケカンバや草紅葉の弥陀ヶ原周辺は圧巻。

登⼭
２

豊⽥
貸切バス利⽤ ２泊３⽇
⼭⼩屋２泊

釣りやお昼寝、読書も良いね
秘境でぼーっと過ごす旅 ⿊部源流

９⽉
⿊部の源流 薬師沢に泊ってのんびりと。川のせせらぎを聞
いて携帯電話のつながらない秘境で終⽇ぼーっと過ごして
みませんか。（チコちゃんに怒られませんよ）

登⼭
３＋

⻑⾕部
貸切バス利⽤ ４泊５⽇ ⼭麓
泊、薬師沢２泊太郎平泊  釣り
はガイドがお教えします。

北アルプス南部 好展望の２座
焼岳と乗鞍岳

９⽉
穂⾼連峰を真正⾯に眺める焼岳と⽇本アルプスパノラマ展
望の乗鞍岳へ。アルプス⼭麓の名湯、中の湯温泉と平湯温
泉も楽しみ。

登⼭
３＋

未定
貸切バス利⽤ ２泊３⽇
旅館等２泊

⼤紅葉の⼋幡平縦⾛
藤七温泉・畚岳・三ツ⽯⼭・松川温泉

９⽉
秘湯をつなぐパノラマルート あの尾根を歩いてみたい…
そう思った⽅も少なくないのではと思い企画しました。⼋
幡平から三ツ⽯⼭へとなだらかに下ります。

登⼭
３＋

近藤
航空機利⽤ ３泊４⽇
温泉２泊
⼭中は⾃炊⼩屋

イエローナイフ オーロラ観賞と
カナディアンロッキーハイキング

９⽉
せっかく北⽶へ⾏くのだからオーロラもロッキーハイキン
グも両⽅楽しみたい。２０１６年に催⾏したイエローナイ
フとカナディアンロッキー企画を再び。

ゆらり
２

未定 ８⽇間
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オーストラリア パース
ワイルドフラワー&⼤⾃然

９⽉
⻄オーストラリアの州都パースから北上しワイルドフラ
ワーウォッチングや奇岩群ピナクルスをハイキング。野⽣
のイルカに出会えるモンキーマイヤーへも。

登⼭
２

⾼千穂 関⻄発８⽇間

⽩神の秘渓 粕⽑川源流遡⾏と
⼩岳のブナ原⽣林

９⽉
世界遺産⽩神⼭地、秋⽥県側の主流となる粕⽑川。その源
流の沢歩きを地元ガイドが案内します。

登⼭
４

⻫藤
航空機利⽤ ３泊４⽇
温泉２泊
⼭中は⾃炊⼩屋⼜はテント

炎の祭典 東三河の⼿筒花⽕を有料席観覧
東海のミニ尾瀬 葦⽑湿原のシラタマホシクサ

９⽉
東三河地域に伝わる勇壮な「⼿筒花⽕」。⽕薬の詰まった
⽵筒を抱え、⽕の粉を浴びながら放揚する珍しい花⽕は⼀
⾒の価値あり。東海のミニ尾瀬も散策。

ゆらり
１

⾺場
1泊2⽇ 貸切バス利⽤
旅館泊

丹後産のどぐろフルコースと
砥峰⾼原のススキ散策

９⽉
｢⽩⾝のトロ｣と⾔われるぐらい濃厚な⾼級⿂のどぐろを贅
沢に使い刺⾝や寿司、炭⽕焼など存分にご堪能ください。
映画のロケ地にもなったススキ砥峰⾼原へも。

ゆらり
１

⾺場
1泊2⽇ 貸切バス利⽤
旅館泊
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