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山旅人の日本百名城シリーズ 

日本百名城、続百名城を巡りその土地の美味しいもの食べ

たりおもしろそうな場所へ寄り道してみたり、ちょっと歩

いてみたりなどコースに取り入れながらゆったりした行程

で小林ガイドと一緒に城巡りしませんか？ 

日本百名城に行こう！ 
 

只今好評募集中 
 

百名城大分編 1 月 21 日(火) 3 泊 4 日 

大分府内城･杵築城･角牟礼城･臼杵城･佐伯城 

百名城三重編 2 月 21 日(金) 1 泊 2 日 

伊賀上野城･松阪城･郡山城･宇陀松山城･田丸城 

百名城滋賀編 3 月 30 日(月) 1 泊 2 日 

小谷城・彦根城・安土城・観音正寺城 

 

～以下は１月発送の春夏号に掲載予定～ 

 

百名城福井編 4 月 9 日(木) 1 泊 2 日 

百名城岡山編 5 月予定  1 泊 2 日 

百名城愛知静岡編 6 月予定  2 泊 3 日 

 

もちろん先行予約受付中です。 
 

 

 百名城岐阜編 10 月に行った岩村城址 

山旅人ではこれから山登りを始める方や、まだ山旅人ツアーに参加されたことがない方を対象に

お試しツアーを行っています。六甲山系のゴロゴロ岳から観音山。週末でもほとんど一般登山者

に出会うことがなく静かな山歩きが楽しめる素晴らしいコースです。 

登山の始まりは阪急芦屋川駅に集合して、前山公園から。

登山に必要な準備運動、登山靴の履き方、リュックの自分

に合わせた各部の調整や背負い方など基本的な事から丁寧

にレクチャーします。そして山では歩行の基礎技術のお話

を。山旅人のツアーに初めてご参加いただくので、山旅人

という会社のお話なども交えながら進めます。ご参加の皆

様は登山に興味がある方ばかりなのでツアーが始まった直

後から質問も飛び交い和気あいあいとした雰囲気でツアー

が進んでいきます。１１月はちょうど六甲山に秋の声が聞

こえる季節。落葉広葉樹の森が紅葉に染まり美しく、落葉

して見通しの良くなった尾根からは阪神間の街を見下ろす

素晴らしい景色です。ご参加の皆さまからは将来行きたい 

山や登山についての悩み、不安ごとなど沢山

のことを聞かせて下さいます。それらに丁寧

にお答えしながら歩いているといつの間に

か頂上へ。楽しいひとときがあっという間に

過ぎていきます。奥池に下山する頃には、歩

ききった満足感もひとしお。個人山行にはな

いコミュニケーションというツアー登山の

醍醐味を体験して頂きます。 

目指すピークのゴロゴロ岳と観音山は標高差５００ｍ、距離にして４ｋｍの道

のりです。休憩を含め５時間かけて踏破。登山が初めての方から、ベテランの

方まで、一日じっくり楽しんで頂くことができます。特に観音山の頂上から阪

神間の町並みを見下ろす景色は圧巻。一般登山者ともほとんど出会わないので

静かな山歩きを満喫できる１日です。 

お試しツアーは今までに山旅人へご参加された経験が有る方でも、ご紹介くださるお友達と一緒に

ご参加いただけるようにご準備しております。参加費５，０００円で、ツアーの終わりには次回使

っていただける３，０００円優待券を全てのお客様にお配りしています。この機会に是非お友達を

誘ってご参加してみては如何でしょうか。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先⽉のかわら版でお伝えしておりました、四国の観光列⾞

の予約が確保できました︕来年４⽉から運⾏開始の「時代

の夜明けものがり」をはじめ、「伊予灘ものがたり」「四国

まんなか千年ものがたり」の四国を代表する観光列⾞を２

泊３⽇かけて乗り尽くす鉄道旅です。四国の観光列⾞を３

つ同時に確保できることはもうないかも︕︖15 名様限定

です。鉄道好きの⽅はこの機会をどうぞお⾒逃しなく♪ 

8/21(⾦)新⼤阪＜新幹線＞岡⼭＜特急しおかぜ＞松⼭＜

伊予灘ものがたり＞⼋幡浜＜特急宇和海＞宇和島(泊) 

8/22(⼟)宇和島＜しまんトロッコ＞窪川＜時代の夜明け

ものがたり＞⾼知(泊) ※しまんトロッコはダイヤ未定 

8/23(⽇)⾼知＜特急南風＞⼤歩危＜四国まんなか千年も

のがたり＞多度津＜特急しおかぜ＞岡⼭＜新幹線＞新⼤阪 

三⽊浩嗣 

 

⼭旅⼈ではお客様からのご要望があれば貸切プランも対応

します。先⽉ご⼀緒したツアーは、⼭旅⼈のツアーで出会

って仲良くなった⽅々５名様のグループに「新潟・⼭形⽅

⾯の２泊３⽇の旅」のご依頼を頂き、プランをアレンジさ

せて頂きました。⾏き先は最近テレビ番組などでもよく紹

介されている超⼈気スポット「鮭の吊るし」で有名な村上

をはじめ、閉館寸前から劇的な復活を果たした話題のクラ

ゲの⽔族館、そしてパワースポットで全国に知られる⽻⿊

⼭、さらにさらに秘湯の温泉宿にも泊り、盛りだくさんの

内容でした。素敵なお仕事を頂き、ご参加の皆様本当にあ

りがとうございました。皆様も和気あいあいと、とっても

楽しんで頂き、私もとっても嬉しかったです︕すっかり村

上⽅⾯に強くなったのでご希望があればお気軽にご相談下

さいしゃけ（笑） 

岡本哲也 

 

新コース 刈込池と⾚兎⼭ 美しすぎる逆さ紅葉と⽩⼭眺望 

１１⽉１⽇出発で福井県の紅葉の名所を巡るツアーへ⾏っ

てきました。去年秋の企画会議で⼩林孝⼆ガイドの提案を

頂き開催することになったのですが、先⽇テレビでも放映

され、その美しすぎる景⾊に胸を膨らませながら向かいま

した。紅葉のタイミングもよく⻩⾊や⾚に⾊付いた巨⽊の

ブナ林をわずか 1 時間ほど登ったところにある刈込池。⽔

⾯には美しい紅葉の景⾊と⽩⼭三ノ峰⽅⾯の晩秋の⼭岳稜

線が鏡のように映し出されまさに絶景。また、翌⽇登った

⾚兎⼭は快晴の晴天となり主峰・御前峰、⼤汝峰、剣ガ峰、

別⼭、三ノ峰など⽩⼭の主稜線だけではなく、近くの経ヶ

岳や荒島岳、遠くは御嶽⼭や中央アルプスまで⾒渡せる３

６０度の⼤展望。ツアーレベル３にて⾃信を持ってオスス

メしたい素晴らしいコースです。        津森豊 

毎年１⽉１８⽇と１９⽇は⼭旅⼈の地元のお祭り「門⼾厄

神⼤祭」があります。近所には屋台村が出現、⾏列ができ

る⼈気店もあるんですよ。そんな屋台村の参道から少し外

れた⼭旅⼈オフィス。その前で美味「神⼭すだち鶏天」を

販売しています。⽇本⼀のすだちの⽣産地、徳島県神⼭町

で、すだちを知り尽くした地元の料理⼈たちが、旬の「神

⼭すだち」と、すだちを⾷べて育った「阿波すだち鶏」を

使った創作料理。めっちゃめちゃ美味しいですよ︕しかも

今回は特別に⼭旅⼈のポイントカードを⾒せて頂いたお客

様にはちょっぴりプレゼントをご準備しておきます。徳島

からゆるキャラ「すだちくん」も遊びに来てくれる予定で

す。皆様も是非遊びに来て下さいね。             堀祐希 

※昨年の販売の様⼦ おかげさまで完売でした 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

体⼒維持に六甲⼭でトレーニングをしています。夜明けと

ともに登っていたのですが、最近は暗いうちから登るよう

になり、ヘッドランプを灯けて登り出します。そうすると

通い慣れた道も別世界に感じます。いつも⽅向など気にせ

ず、ひょいひょい登っていたはずなのに「あれっ、こっち

で合ってたっけ︖」とキョロキョロしながら道を探します。

ヘッドライトで照らされる範囲は狭く、周囲が⾒えないこ

とによって、「これほど道を分かり難くするんだなぁ」と思

いつつ、いつも 30 分ほどで⾏ける場所まで 40 分かかった

りして、いい訓練になっています。何回か登り夜道も慣れ

たある⽇、台風が去った直後に登りました。道には倒⽊が

横たわり、それを道の外に避けたりしながら登ります。す

ると風吹岩に到着した時に、朝焼けが︕眼下に広がる街の

光が太陽の光とともに徐々に減っていく光景は⾔い表せな

いほど感動しました。朝焼けを楽しんだ後、先を急ぐと物

⾳が︖「誰かもう下りてきたの︖」と思っていると猪が︕

どうも道が U 字に掘れた場所で風除けしていたよう。その

後も出会い、４頭目でそれ以上登るのを諦めて帰りました。

猪さん安眠妨害してごめんなさい。      近藤恒毅 

 

〜秋の⼭の楽しみの⼀つ紅葉狩り〜 

ここ最近はめっきり気温も下がり、冬の訪れを肌で感じる

季節になってまいりました。遊び上⼿な皆様は令和最初の

秋も⾷事に芸術にスポーツにとお楽しみになられたことと

思います。今回は私の秋の楽しみの⼀つ紅葉狩りの話をし

ようと思います。⼭は緑が濃くあふれ若々しい⾃然のエネ

ルギーを感じる夏が終わり気温もぐんと下がり。濃い緑で

キラキラ輝いていた広葉樹林の葉っぱたちが⾚、⻩、橙と

⾊とりどりに姿を変えます。これは専門⽤語で「糖化現象」

というそうです。⽊々たちはこれから訪れる厳しい冬を乗

り越えるために春夏に蓄えた養分を糖化させた葉っぱを地

⾯いっぱいに落とし来年の春までの栄養にします。この栄

養は落ち葉を落とした⽊だけでは無くその⽊々周辺の別の

植物の栄養にもなるそうです。 

 

 

 

 

浮⽥健⼀ 

初添乗に⾏って来ました︕ 

１１⽉１３⽇「万葉の天空の城 ⾼取城跡と桜紅葉の吉野⼭探訪」ツアーで添乗員デビューをしました︕⼭旅⼈に⼊社す

る前も旅⾏業に携わっていましたが、同じ旅⾏業と⾔っても全くの畑違い。出張専門部署で⾶⾏機やホテルの⼿配をずっ

としていました。⼭旅⼈で働き出した頃は⼭の名前を覚えるだけでも⼀苦労。伯耆⼤⼭（ほうきだいせん）が読めず、⽣

懸命地名を勉強していました。事務のパートとして⼊社して早３年、いつの間にかフルタイムの社員になり、先⽉には晴

れて「総合旅程管理主任者」資格を取得して添乗員として働けることになりました。資格は取ったもののそんな簡単に皆

さまにご参加いただけるだろうかと、⼿探りで企画した初ツアーに、有難いことに満席でツアーを出発させていただくこ

とができました。⼭旅⼈のお客様とは空港でのお⾒送りや海外説明会でしかお会いしたことがなく、緊張しながら迎えた

当⽇、お客様と会うと嬉しくなりなんとか楽しんで頂こうと精⼀杯務めさせて頂きました。もちろん１００点満点の添乗

ではなく皆さまにはご不便をおかけしたと思います。ですがツアー中に「きれいやなぁ」「こんな場所初めて来たわ」「美

味しいなぁ」と笑顔になられている皆さんのお顔を拝⾒する度に「あぁ、ご⼀緒できて本当に良かった」と感謝の気持ち

でいっぱいになりました。またいつか皆さまとご⼀緒できる⽇を楽しみにしております。         久保世⾥⼦ 

 

 

 

 

 

 

 



 

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・・・ 

●山旅人の募集スケジュール 年３回 ダイレクトメールを発送 

３月発送夏号（６月～９月出発） ７月発送秋冬号（１０月～１月出発） １１月発送冬春号（２月～５月出発） 

 
 

●お客様の旅コラムを随時募集中 
かわら版に掲載させて頂くお客様の旅コラムを募集して

おります。旅のエピソードをはじめ、山旅人のツアーで

感じた事ならなんでも結構です。４００文字以内で下記

メールアドレス又はお手紙・ＦＡＸでご応募下さい。 
 

※お写真の掲載も可能です。※編集の都合により文章を省略させて頂

く場合もございますがご了承下さい。※採用は掲載をもって発表とさ

せて頂きます。 

●「お客様の声」をお聞かせ下さい 
ホームページに「お客様の声」を掲載させて頂いてお

ります。山旅人にご参加頂いて楽しかった事や嬉しか

った事を簡単な文章にまとめ、お写真と一緒にホーム

ページの応募フォームかＥメールでお送り下さい。 

掲載させて頂いた方には１０００円の割引券を贈呈致

します。 


