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皆様から頂いたご希望を基に募集が確定したツアーです。
１⽉発送予定 ⼭旅⼈ 春夏号２０２０年２⽉~５⽉出発に掲載します。

現在、⼿配作業（宿泊や交通機関の予約）と募集広告原稿の作成中です。
先⾏予約は好評受付中です。

※⼿配先の都合により⽇程が変更となる場合もあります。

⼭旅⼈ ２０２０年４⽉~５⽉出発
募集決定ツアー ⼀覧表



こちらは次号（１⽉発送予定 春夏号２０２０年４⽉~５⽉出発）に掲載が決定しているプランです。
現在 現地を⼿配しながら募集パンフレットの原稿を作成中です。
※⼿配先（宿泊施設や交通機関等）の都合により⽇程が変更となる場合もあります。

ミツマタの大群落と枝垂れ桜の里・秘境と美渓
四国山地の深山 神山 花と滝巡り

4月1日(水) 2泊3日 LV．さぽ旅

4月2日(木)

4月8日(水)

歩ぷ楽　日浦山・倉橋火山・弥山 4月4日(土) 2泊3日 LV．歩ぷ楽３

世界遺産・宗像大島と宗像大社
九州百名山 雷山・井原山縦走

4月5日(日) 3泊4日 LV．登山２

尾張三河の桜巡り
圧巻 五条川の桜並木と桜ネックレス

4月6日(月) 1泊2日 LV．ゆらり１

天然林と望海の尾根 常神半島縦走 4月7日(火) 2泊3日 LV．登山３+

［行程］高千穂有康ガイド案内
①大阪南港(17:00予定)～<寝台利用・船中泊>～②～新門司港＝古場岳井原山登山口…井原山(983m)…古場岳井原山登山口＝古湯温泉 (泊) ③古湯温泉＝古場岳雷
山登山口…雷山(955m)…観音前登山口…清賀滝…雷山観音登山口＝宗像大社＝新門司港～<寝台利用･船中泊>～④～大阪南港(8:30予定)

［行程］馬場康法ガイド案内
①三宮(7:50)＝大阪(8:40)＝大津(9:50)＝緑化センターの桜と雪柳＝岡崎城の桜＝岡崎市(泊)
②岡崎市＝五条川の桜並木＝桜ネックレス＝各地(19:00予定)

［行程］武村美一ガイド案内
①三宮(7:20)＝大阪(8:10)＝海津大崎(散策)＝梅丈ヶ岳(395m)＝神子(泊)
②神子＝三方五湖レインボーライン…常神半島山稜線…常神(国の天然記念物のソテツ)＝神子(泊)③神子(漁船から山の斜面一面の山桜を見学)＝(昼食)＝各地(18:00
予定)  ※天候により初日と最終日を入替えます。

福井県の言わずと知れた景勝地、三方五湖を見下ろす常神半島。この山稜線はあまり人が入らない不明瞭な尾根ですが、ガイドのルートファインディングで安心して心地
よい春の天然林と海の景色が楽しめます。下山は推定樹齢１，３００年、国の天然記念物のソテツがある常神集落へ。お宿は漁師宿、もちろん新鮮な魚料理をご期待下さ
い。さらにこの時期、神子では山の斜面いっぱいに山桜が咲き誇り、漁師船から眺める景色はまさに風光明媚。海津大崎の桜や常神半島最高峰、展望絶佳の梅丈ヶ岳に
も立ち寄る贅沢な旅です。

近場の桜を目いっぱい堪能しましょう。初日の緑化センターではピンクの桜と白い雪柳はまさに風光明媚。岡崎公園の五条川の川を覆うように咲き誇る桜並木はボリューム感たっぷり。日
本さくら名所１００選にも選定されています。お泊りも近いので夜桜見物へも出かけましょう。そして異なる河川の堤を桜並木でつないだ様を桜ネックレスと称し、地元の方々に愛される人気
スポットへも。

［行程］武村美一ガイド案内 ドライバー堀祐希
①宝塚(7:10)＝大阪（8:00)＝三宮(8:50)＝神山町(花と滝巡り)＝(入湯)＝神山町(泊)
②神山町(終日 花と滝巡り・昼食)＝(入湯)＝神山町(泊)　③神山町(午前 花と滝巡り)＝各地(18:00予定)

四国山地のど真ん中。徳島県南部、高知県との県境に近い場所に位置する神山町はまさに深山の秘境。今回はロケーション抜群、山稜に建つ山小屋「岳人の森」に連泊
し、人知れず咲き誇る春の花や深谷の隠れ滝を巡る旅です。山小屋とはいえ長年有名料亭で修行された方が料理長をされていますのでお料理にもご期待下さい。近隣に
は温泉もあり快適。全山黄金色に染めるミツマタの大群生地や各所に見どころがある神山自慢の枝垂れ桜、圧巻の景色にも関わらず、大きな車両が入れない場所が多く
今の所観光地化はされておりません。花の開花に合わせて行動を決めるので行程はとてもアバウトですがご容赦下さい。

九州北部に位置する背振山地に属す九州百名山二座に登ります。初日は井原山。山頂から能古島や志賀島など博多湾の展望が素晴らしいです。翌日は雷山から雷山
観音を擁する千如寺へ下ります。心地よい山歩きを楽しめます。
また世界遺産に認定されたばかりの宗像大社を訪れます。宗像大神ご降臨の地と伝えられ古代より神聖な場所として崇められる場所です。

ガイドは社家 高千穂家生まれ
霊山 英彦山と宝満山

3泊4日 LV．登山３+

［行程］高千穂有康ガイド案内
①大阪－六甲アイランド港(18:30予定)～<寝台利用･船中泊>～②～新門司港＝竈戸神社…宝満山(829m)…河原谷入口＝英彦山(泊)③英彦山＝英彦山キャンプ場…英
彦山頂上(1,200m)…英彦山神社＝(入湯)＝新門司港～<寝台利用･船中泊>～④～六甲アイランド港(7:10予定)

九州百名山の人気の二座へ　日本三彦山の一つ、英彦山と九州北部で人気の山、宝満山へ。
案内するガイドの高千穂有康さんは地元英彦山のご出身。なんと霊山英彦山をお祀りする英彦山神宮の社家、高千穂家のお生まれです。当然、幼少期からよく登られて
いた山なので行く先々で高千穂ガイドの知人、友人、ご親戚がご登場。おもてなしの気持ちをたくさん感じる素敵なツアーです。お泊りの鷹巣高原ホテルのお食事は毎回
大好評。いろいろ隠しネタもご用意しておりますので以前に参加された方にはネタを聞かずにご参加下さい(笑)

［行程］武村美一ガイド・小林孝二ガイド案内
①新大阪駅－<新幹線>－広島駅＝登山口…日浦山(346m)…登山口＝広島市内(泊)
②広島市内＝火山登山口…倉橋火山(408m)…火山登山口＝宮島口～宮島(泊)
③宮島…登山口…弥山(529.8m)<ロープウェイ>紅葉谷公園…宮島～宮島口＝広島駅－<新幹線>－新大阪駅(19:30予定)

広島市内を一望する展望台・日浦山(ひのうらやま)。桂ケ浜や瀬戸内海を見下ろす倉橋火山(くらはしひやま)。
原生林に包まれた海上の霊山・弥山(みせん)。コースタイム2～3時間でゆとりの山歩きで展望が魅力の三山をゆっくり歩きます。
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半島を埋め尽くす桜花　常神半島 神子の山桜 4月9日(木) 1泊2日 LV．さぽ旅

ガイドは社家 高千穂家生まれ
春の大祭り 英彦山御神幸祭

4月10日(金) 3泊4日 LV．ゆらり１

隠岐楽に全島制覇
摩天崖・大満寺山ハイキングと隠岐諸島クルージング

4月12日(日) 3泊4日 LV．登山３

赤城南面千本桜　妙義桜の里 4月14日(火) 2泊3日 LV．ゆらり１

春の佐渡 山野草めぐり　小佐渡で花散歩♪ 4月15日(水) 2泊3日 LV．ゆらり２

美しい春の森を巡り歩く　大山山麓 新緑と旬の山菜 4月16日(木) 1泊2日 LV．ゆらり２

万葉の地を訪ねる旅・春
蜻蛉の滝と飛鳥蹴鞠体験

4月17日(金) 日帰り LV．さぽ旅

地元大山の若手ガイドや大山寺の宿の若旦那が、地元ネットワークの最新情報を基に新緑と山菜のここ一番の森へご案内。彼らは地元の旅館や民宿にも山菜を卸すプ
ロフェッショナル。美しいブナの森と旬の山菜、これ以上の贅沢な旅は無いでしょう。もちろん採った山菜はすぐに料理して召し上がって頂きます。

島根県隠岐の島を余す所なく楽しみに行きましょう。隠岐の島最高峰である道後の大満寺山や西ノ島の摩天崖ハイキングをはじめ、主要四 島の歴史観光と世界遺産ジオ
パークに認定された隠岐の島を外からクルージングで眺めます。観光は予め行き先を決めずその時一番良い周り方をしましょう。

［行程］
①伊丹空港(9:40予定)→新潟空港＝新潟港～<ジェットフォイル>～両津港＝真野(泊)②真野＝<終日花散歩>＝真野(泊)③真野＝<花散歩>＝両津港～<ジェットフォイル>
～新潟港＝新潟空港→伊丹空港(18:55予定)

花の宝庫、佐渡島。青粘渓谷や金北山の縦走路等、大佐渡山脈の花がピークとなるのは５月の連休明け。実はそれよりも早い４月に小佐渡周辺では山野草のピークを迎
えます。雪解けに合わせて顔を出す白、赤、青、紫の可憐な山野草達。オオミスミソウ(ユキワリソウ)は足の踏み場のない程です。そしてカタクリ、キクザキイチゲ、フクジュ
ソウ、ミズバショウ等々…。私達が連泊する旬の山菜料理が自慢の伊藤屋さん。実はお花好きの女将さんが直前に小佐渡のお花畑の状態を調べて案内してくれます。素
敵なお花畑に旬の料理、のんびりと春をご満喫下さい。

［行程］馬場康法ガイド案内
①新大阪駅(8：50予定)－<新幹線・普通>－渋川駅＝榛名雲海桜＝伊香保温泉(泊)
②伊香保温泉＝妙義桜の里＝桜山公園＝前橋(泊) ③前橋＝赤城南面千本桜・みやぎ千本桜＝高崎駅－<新幹線>－新大阪駅(18：40予定)

上州へ桜散策の旅へ。日本桜名所１００選の赤城南面千本桜は約１．３ｋｍにわたり約千本もの桜がトンネルのように咲き誇りる関東でも有数の名所です。菜の花と桜の
コラボがとても素敵です。妙義桜の里では奇岩で知られる妙義山をバックに山と桜の景色をご覧いただけるでしょう。高台から見る榛名雲海桜や桜山公園の桜も地元では
とても人気のある名所です。源泉かけ流しの伊香保温泉も楽しみです。

青い海と緑の山とのコントラストが美しい春の三方五湖へ出かけましょう。常神半島にある神子地区ではこの時期、県の天然記念物に指定されている山桜が半島の斜面
を覆い尽くすように咲き誇ります。地元では「千本桜」と呼ばれるこの山桜、海から見上げるとさらに圧巻。地元の漁師宿で新鮮な海の幸料理もたっぷりお楽しみ下さい。

［行程］高千穂有康ガイド案内
①大阪－六甲アイランド港(20:00予定)～<寝台利用･船中泊>～②～新門司港＝英彦山(泊)※到着後、高千穂ガイドと一緒に英彦山神社など散策③英彦山(英彦山御神幸
祭や紫灯大護摩祭)＝新門司港～<寝台利用･船中泊>～④～六甲アイランド港(8:30予定)

［行程］久保世里子添乗員同行　ドライバー堀祐希
①阪神エリア(9:30)＝蜻蛉の滝(桜）＝昼食＝飛鳥寺と飛鳥蹴鞠体験＝稲渕の棚田＝阪神エリア(18:30～19:00予定)

慌ただしい朝にゆとりを持って出発し、「紀伊半島自然100選」に選定されてた蜻蛉の滝で水量豊かな滝と桜を楽しみます。少し遅めの昼食を頂いた後は飛鳥寺にお参り
し、飛鳥蹴鞠のお話しと蹴鞠遊びをしましょう。ご希望の方には古代衣装で写真撮影も。最後には今の時期しか見ることのできない水を張り鏡のように景色を写す棚田と二
上山に沈んでいく夕日を楽しんで帰路につきます。

［行程］豊田嘉英ガイド案内
①伊丹空港(12:45)→隠岐空港＝道後観光＝ローソク島クルージング＝五箇(泊)②五箇＝西郷港～菱浦港…海士町観光…菱浦港～別府港＝摩天崖…国賀浜＝西ノ島
ナイトクルージング＝西ノ島(泊)③西ノ島＝別府港～来居港＝赤ハゲ＝赤壁＝来居港～西郷港＝道後観光＝五箇(泊)④五箇＝乳房杉…大満寺山(607m)＝乳房杉＝隠
岐空港→伊丹空港(14:50 予定)

［行程］津森豊ガイド案内
①宝塚(7:00)＝大阪(8:00)＝三宮(8:50)＝大山山麓(山菜刈りハイキング)＝大山寺(泊)②大山寺＝大山山麓(山菜刈りハイキング)＝各地(19:00予定)

英彦山神宮御神幸祭(ひこさんじんぐうごしんこうさい)と紫灯大護摩祭が修験道の時代に、天下泰平･五穀豊穣を祈り三体の神輿が山伏に担がれ勇壮に出御していまし
た。その祭りが今は英彦山神宮 御神幸祭として行われています。英彦山中腹の奉幣殿(神宮)から神輿が約900段の参道を銅の鳥居のそばにある下宮へ下ります。２日目
は、神輿を担いで急勾配の山道を石段を勇ましく、奉幣殿へ上ります。見物人から自然と拍手喝采が沸き上がります。護摩を焚いて所願成就を祈願する春の大祭も同日
に行われます。宿泊は盆と正月が一緒に来たほどの料理をふるまってくれる英彦山宮司おすすめの宿・鷹ノ巣高原ホテルです。

［行程］小林孝二ガイド案内　ドライバー岡本哲也
①阪神エリア付近(9:00)＝三方五湖＝常神半島(泊)②常神半島(神子の桜船見学)＝阪神エリア付近(18:30予定)
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夏山に向けてトレーニング
イワウチワ咲く伯州山・那岐山・日名倉山

4月18日(土) 2泊3日 LV．登山３

現地の開花状況で行先決定
信州花巡りと雪のアルプス

4月21日(火) 2泊3日 LV．さぽ旅

夏山に向けてトレーニング
蒜山三座縦走と櫃ヶ山

4月22日(水) 2泊3日 LV．登山４

やさしいコース取りで楽しむ 四国最高峰 石槌山 4月22日(水) 2泊3日 LV．登山２

夏山に向けてトレーニング
伊吹山 春の体力測定会＆体力レベル判断講習

4月27日(月) 1泊2日 LV．登山３～

残雪の春山山行　白銀の剱岳を望む 八方尾根から唐松岳 4月29日(水) 3泊4日 LV．登山４

［行程］津森豊ガイド案内
①大阪(8:00)＝明石(9:20)＝鏡ヶ成…擬宝珠山…象山…鏡ヶ成＝蒜山高原(泊)②蒜山高原＝犬挟峠＝下蒜山(1,100m)…中蒜山(1,123m)…上蒜山(1,202m)…槍ヶ峰…上
蒜山登山口＝蒜山高原(泊)③蒜山高原＝登山口…櫃ヶ山…登山口＝(入湯)＝各地(19:00予定)

岡山県屈指の人気の山、蒜山三座を夏山のトレーニングとして歩きます。初日は大山山系の眺望が抜群の象山擬宝珠で足慣らし。翌日は犬挟峠からアプローチし下蒜
山、中蒜山、上蒜山の三座を縦走します。この山は尾根の曲線が美しく、後ろを振り返れば歩いてきた登山道が全て見渡せる好眺望の縦走路。遠く大山、烏ヶ山を望みな
がら稜線万歩を楽しみましょう。最終日の仕上げは湯原富士櫃ヶ山へ。頂上直下の直登は冬の間、眠った身体を呼び起こすしっかり歩きとなるでしょう。３日間歩き応え十
分の充実したトレーニングになることに違いありません。

［行程］小林孝二ガイド案内
①大阪－大阪南港フェリーターミナル(22:00予定)～<寝台利用･船中泊>～②～東予港＝土小屋…石鎚山･弥山(1,974m)…<往路を戻る>…土小屋＝(入湯)＝東予港～<寝
台利用･船中泊>～③～大阪南港フェリーターミナル(6:10予定)
※鎖場は通過しません

四国山地の最高峰、石槌山へ。現地の港には早朝着、お帰りも夜発なので時間的に余裕たっぷり。そして土小屋からの往復コースは比較的平坦なところが多く、さらに難
所となる鎖場も回避、痩せ尾根の天狗岳もパスしますので、とてもやさしいコース取りです。新緑まぶしい石槌山をのんびりゆったり楽しみましょう。

冬山と春山も同じ雪山なので一緒だと考えている方もおられますが、氷点下の風が常に吹きさらす厳冬期の山と、気温の高い春山は同じ雪山でもレベルも装備も違いま
す。今回はアルプスの雪山入門的なコース、春の唐松岳に登ります。アプローチはロープウェイを利用、残雪の八方尾根を白銀の白馬三山や不帰キレットを眺めながら主
稜線を目指します。そして稜線を乗り越した時、目の前には真っ白な剱・立山連峰。感動的な瞬間です。２日間、時間もたっぷりあるので小屋や山頂からの素晴らしい景色
をご堪能下さい。

夏山のトレーニングでイワウチワの咲く時期の伯州山をはじめ、那岐山、日名倉山と中国山地の名峰を３座めぐります。
宿は麓の老舗温泉宿へ。

［行程］小林孝二ガイド案内
①大阪(7：30)＝三宮(8：20)＝伯州山登山口…伯州山(1,044m)…伯州山登山口＝奥津温泉(泊)
②奥津温泉＝大畑登山口…馬の背小屋…那岐の家…那岐山(1,255m)…奈義町分岐…奥本コース分岐点…大畑登山口＝湯郷温泉(泊)③湯郷温泉＝奥海乢登山口…一
ノ丸…二ノ丸…日名倉山(1,047m)…登山口＝各地(18：00予定)

［行程］武村美一ガイド案内　ドライバー堀祐希
①三宮(7:30)＝大阪(8:20)＝大津(9:30)＝信州花巡り＝信州(泊)
②信州＝信州花巡り＝信州(泊)③信州＝信州花巡り＝各地(19:00予定)

４月中旬から５月初旬にかけて、中信州から北信州の各所で、次から次へと春の花が開花します。このツアーでは信州在住の案内人がツアー実施時に「今ここが一番」と
いう花を事前に調べ、皆様をご案内。雪解けに顔を出す山野草や残雪をたっぷりと抱くアルプスの峰々と満開の桜はまさに風光明媚。爽やかな春の信州、地元を知り尽く
したプロガイドだから案内出来る少人数の贅沢な旅です。

［行程］小林孝二ガイド 津森豊添乗員同行　 ※参加人数に応じて登山サポートスタッフを配置します。
①三宮(7:10)＝大阪(8:00)＝伊吹山山麓(体力レベル判断講習・測定練習・泊)
②伊吹山山麓＝一合目登山口…三合目…伊吹山(1,377m)…９合目駐車場＝(入湯)＝各地(18:00予定)

登山ツアーの受付で一番多いご質問はきっと「私の体力でも参加出来ますか」というご質問だと思います。ツアー募集において、長年試行錯誤を重ねてレベル表記を改善
しておりますが、完全に解決する事はまず不可能でしょう。特に技術面（岩稜帯の通過等）はプロガイドが直接確認するほかありません。ただ体力レベルについてはある程
度の測定が可能です。今回は登山行程を数値化する「コース定数」とご自身の体力レベルを数値化する「メッツ」の説明をさせて頂いた上で、ご自身の体力測定を行いま
す。ご自身の体力を知って頂く良い機会となりますので是非ご参加下さい。又、本企画は希望があれば来年から毎年実施する予定です。シーズンはじめにご自身の体力
を確認する事にもお役に立てると思います。※参加条件 山旅人のレベル２以上の登山ツアーへご参加頂いた事のある方に限ります。

［行程］小林孝二ガイド案内
①三宮(8:00)＝大阪(8:50)＝大津(10:00)＝白馬村(泊)②白馬村…八方駅<ｺﾞﾝﾄﾞﾗ･ﾘﾌﾄ>八方池山荘…八方尾根…唐松岳(2,696m)…唐松山荘(泊)③唐松山荘…八方尾根…
八方池山荘<ｺﾞﾝﾄﾞﾗ･ﾘﾌﾄ>八方駅…白馬村(泊)④白馬村＝各地(16:00予定)
※最終日を予備日にしておりますので帰着時間が大幅に変わる場合もあります。
※ヘルメット、ハーネス、10本爪以上のアイゼン必要
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白銀の尾瀬を見渡す春山行 残雪の至仏山 4月30日(木) 3泊4日 LV．登山４

新緑の大山 鍵掛峠の古道とブナの森を楽しむ 4月30日(木) 1泊2日 LV．ゆらり２

5月4日(月)

5月13日(水)

こだわりルートの氷ノ山
新緑パノラマトレイル

5月6日(水) 2泊3日 LV．登山３

白銀の立山展望と白い雷鳥に出会う初夏の室堂散策 5月7日(木) 2泊3日 LV．ゆらり２

圧巻 鬼無里のみずばしょう大群生地と
遅春の花咲く戸隠森林植物園・戸隠古道

5月10日(日) 2泊3日 LV．ゆらり１

残雪のたっぷりの白銀の尾瀬を見渡す至仏山へ。アイゼン等の雪山装備は必要ですが、コンディションが良ければ、夏場の至仏山より楽なコース取りで登る事が出来ま
す。今回も高千穂ガイドが同行し、厳しくも優しい指導で頂を目指します。夏山へのトレーニングにも最適。往復ともJR新幹線利用で快適です。

［行程］高千穂有康ガイド案内
①新大阪駅(9:00予定)－<新幹線>－東京駅－上毛高原駅＝尾瀬戸倉温泉(泊)②尾瀬戸倉温泉＝鳩待峠…<尾瀬ヶ原スノーシュー>…山ノ鼻(泊)③山ノ鼻…至仏山
(2,228m)…山ノ鼻(泊)④山ノ鼻…鳩待峠＝上毛高原駅－東京駅－<新幹線>－新大阪駅(17:30予定)
※ヘルメット、ハーネス、10本爪以上のアイゼン必要

伯耆大山屈指のロングルート東大山を縦走します。１２のピークからなるこのエリアは人がほとんど入らないので秘境的山域。危険箇所が連続するためフィックスロープを
設置し完全確保で通過する場面も多数あります。登山に集中出来る様、無人小屋泊ですが必要な装備は全て別行動のスタッフが運びます。ブナ林良し、花良し、景色良し
…知られざる大山の一面が見られる大変素晴らしいコースです。初夏のしっかり歩き企画ですので夏のアルプス縦走等厳しい登山を目指す方の体力づくりにも最適。

［行程］津森豊ガイド案内
①大阪(8:00)＝三宮(8:50)＝金山登山口…<鍵掛古道ハイキング>…鍵掛峠＝大山寺(泊)②大山寺＝登山口…<奥大山ブナの森ハイキング>…登山口＝(入湯)＝各地
(19:00予定)

伯耆大山きっての観光スポット鍵掛峠。近年、伯耆国「大山開山１３００年祭」を迎えて更に脚光を浴びています。実は歴史が古く、中世には美作国から大山詣出の道とし
て利用された古道の通過点であり、今も昔も大山に訪れる人の心を癒やし続けています。しかし、自然道として残る古道の存在を知るのは地元住人と大山寺の歴史を知る
関係者だけ。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です。２日間という限られた時間ですので本当にいい場所だけを厳選してご案内。

［行程］馬場康法ガイド案内
①新大阪駅(8：30予定)－<新幹線・特急>－長野駅＝戸隠古道(散策)＝鬼無里(泊)
②鬼無里＝奥裾花自然園(散策)＝戸隠(泊)③戸隠＝戸隠森林植物園・鏡池(散策)＝長野駅－<特急・新幹線>－新大阪(18：30予定)

LV．登山５

白い雷鳥に会いに行きませんか。氷河期の生き残りと言われる雷鳥は国の特別天然記念物。年に３回羽が生え替わるのですが、この時期はとてもきれいな白い雷鳥が見
られます。白銀の立山連峰が目の前にそびえる室堂。この時期はとても歩きやすく、気軽に散策が出来ます。さらにこの時期の室堂はかなりの確率で雷鳥に出会えるス
ポットです。定番人気の立山黒部アルペンルートの絶景、そして雪の大谷もゆったりと時間をとって楽しみましょう。

［行程］豊田嘉英ガイド　馬場康法添乗員案内
①新大阪駅(8:00予定)－<新幹線・特急・普通>－信濃大町駅＝扇沢－<電気バス・ケーブルカー・ロープウェイ・トロリーバス>－室堂)＝天狗平(泊)②天狗平＝雪の大谷(散
策)＝室堂(散策・昼食)＝天狗平(泊)③天狗平－<高原バス・ケーブルカー>－立山駅(立山カルデラ砂防博物館)－<富山地方鉄道>－富山駅(昼食)－<新幹線・特急>－大
阪駅(18:30予定)

［行程］5/4小林孝二ガイド･津森豊同行・5/13長谷部亮ガイド･津森豊同行
①大阪(9:20)＝明石(10:30)＝大山寺(泊)②大山寺＝東坂登山口…船上山(615.4m)…勝田山(1,210m)…甲ヶ山(1,338m)…小矢筈…矢筈ヶ山(1,358.6m)…大休峠(泊)③大休
峠…野田山(1,344m)…親指ピーク…振子山(1,452m)…三鈷峰(1,516m)…上宝珠…中宝珠…宝珠山…中の原＝大山寺(泊)④大山寺＝各地(16:00予定)
※自炊企画 寝袋要(レンタル可/無料)・装備分担なし　※ヘルメット、ハーネス（スリング・カラビナ付）必要

［行程］浮田健一添乗員同行
①大阪(7:30)＝三宮(8:20)＝氷ノ山国際スキー場…神大ヒュッテ…氷ノ山(泊)②氷ノ山…氷ノ山越…大平頭…小代越…鉢伏山…林道出合＝大笹(泊)③大笹＝小代(散策)
＝各地(18:00予定)※自炊企画 寝袋要(レンタル可/無料)・装備分担500g

兵庫県の最高峰、氷ノ山は日帰り登山が定番ですが今回は登山行程にこだわり、山中泊を入れてじっくりと楽しむ縦走プランにしました。広大な笹原の高原に続くパノラマ
トレイルと新緑のブナやミズナラの森を楽しみましょう。下山後は山菜料理を楽しみ、但馬の秘境、小代へもご案内します。数年前まで山麓で暮らしていた浮田健一が同行
し、氷ノ山と周辺の魅力をご紹介します。

初日は戸隠古道を散策。こちらは全国から人々が集う屈指のパワースポット。２日目はブナやトチの原生林に囲まれた奥裾花自然園の散策。ここの水芭蕉群生は国内で
もトップクラスの規模を誇り、新緑と水芭蕉の組み合せはまさに風光明媚。３日目は戸隠の荒々しい岩峰が水面に映り込む鏡池をはじめ、競わんばかりに咲き誇る遅春の
花々に癒やされる散策。のんびりと贅沢に野山の散策を楽しむ３日間です。

１２ピークをつなぐバリエーションルート 東大山縦走 3泊4日
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登る美ヶ原
新緑の焼山沢から王ヶ頭

5月11日(月) 2泊3日 LV．登山３

歩ぷ楽　百花繚乱 大佐渡山脈 花山歩き
青粘渓谷からドンデン山

5月13日(水) 2泊3日 LV．歩ぷ楽３

5月14日(木)

5月16日(土)

北陸を走る人気のﾀﾞｲﾆﾝｸﾞ列車に乗車
「雪月花」「一万三千尺物語」

5月16日(土) 1泊2日 LV．ゆらり１

レブンアツモリソウ咲く花の浮島
礼文・利尻花散歩

5月19日(火) 3泊4日 LV．ゆらり２

新緑の東北漫歩 奥入瀬渓流・七時雨山・姫神山 5月20日(水) 3泊4日 LV．登山２

［行程］鳥羽晃一ガイド案内
①伊丹空港又は神戸空港(10:00予定)→新千歳空港→稚内空港＝稚内港～礼文島香深(泊)②香深＝礼文島北エリア(岬めぐり＋アツモリ群生地コース散策)＝香深(泊)③
香深＝礼文島南エリア(桃岩展望台コース散策)＝香深港～利尻島鴛泊港＝利尻島島内周遊＝鴛泊(泊)④鴛泊＝鴛泊港～稚内港＝稚内空港→新千歳空港→伊丹空港
又は神戸空港(18:30予定)

［行程］近藤明ガイド案内
①伊丹空港→青森空港＝蔦温泉(泊)②蔦温泉＝奥入瀬渓流（魅力あるスポットを十和田湖まで歩く）十和田湖～<客船>～十和田湖温泉(泊)③十和田湖温泉＝登山口…
七時雨山(1,063m)…登山口＝未定(泊)④未定＝登山口…一本杉…姫神山（1,124m）…こわ坂…登山口＝(入湯)＝花巻空港→伊丹空港

旅は八甲田山麓、秘湯 蔦温泉から始まります。ブナやミズナラの新緑と苔むした清流。滝や淵が初夏の太陽に輝く奥入瀬渓流の最も美しい季節にいいとこ取りのハイキ
ングを楽しみます。奥入瀬の終点からは十和田湖を巡る遊覧船で十和田湖温泉へ。湖面から新緑の木々を眺めれば達成感もひとしお。さらに山名も美しい七時雨山（な
なしぐれやま）と古来より岩手山同様に信仰の対象となっていた姫神山へも。新緑の森と好展望を楽しみましょう。

レブンアツモリソウをはじめ、数々の高山植物が高い山へ登らずとも愛でることができるのが礼文島と利尻島の魅力です。花々が咲き誇る時期に、植物に詳しい現地ガイ
ドとともにゆっくり花散策、そして島の海の幸を楽しみませんか？さらに今回は礼文島へバスごと乗船して移動、荷物もバスへ置けることができるので楽々移動♪

北陸を走る人気のダイニング列車、しかも２つの異なる人気列車の予約を確保しました。初日は糸魚川から妙高高原までえちごトキめき鉄道の人気列車「雪月花」。海と山
の景色を楽しみながら、海山の幸を盛り込んだ三段重ね弁当をいただきます。そして翌日は今年の春より運行開始になったばかりのあいの風とやま鉄道「一万三千尺物
語」。厨房のある車両を連結していて、車両内で握りたての極上な富山湾鮨が味わえるコースに乗車。富山でしか味わえない“きときと”の海の幸をご堪能いただけます。
宿泊は上杉景虎ゆかりの鮫ヶ尾城の麓、天然温泉「神の宮温泉 かわら亭」でゆっくりと。

大佐渡山脈の花のベストシーズンに、青粘渓谷からドンデン山までゆっくりと花を楽しみながら登り、ドンデン山荘に宿泊。下りは車でらくらく移動。長い縦走や急な下りは
ちょっと不安だけど、大佐渡山脈の花を楽しみたい方におすすめのコースです。

［行程］三木浩嗣同行
①大阪駅(9:46予定)－京都駅－<特急･新幹線>－糸魚川駅－<えちごトキめき鉄道「雪月花」に乗車約2時間(車内で三段弁当の昼食)>－上越妙高駅＝神の宮温泉(泊)②
神の宮温泉…鮫ヶ尾城址散策＝上越妙高駅－<新幹線>－富山駅－<あいの風とやま鉄道「一万三千尺物語」に乗車約2時間(車内で富山湾鮨の昼食)>－泊駅(折返し)－
富山駅＝富山市内(散策)＝富山駅－<北陸新幹線・特急>－京都駅－大阪駅(19:38予定)

［行程］武村美一ガイド案内
①大阪(7:40)＝三宮(8:30)＝見ノ越…西島…刀掛の松…剣山(1,955m)…剣山頂上ヒュッテ(泊)②剣山頂上ヒュッテ…剣山…次郎笈(1,929ｍ)…西島…見ノ越＝(入湯)＝各
地(18:30予定)

平家の馬場と呼ばれる草原大地の山頂をもつ女性的な山、四国剣山。美しい新緑、可憐な高山植物、艶やかな紅葉、四季を通して人気の山です。山旅人では初日は山
頂直下の剣山頂上ヒュッテに泊り、小屋のまわりから夕日や満点の星空、ご来光を楽しみます。翌日は美しい第二峰、次郎笈へも足を伸ばし、山が混み合うお昼までには
下山します。日帰りで往復登山を計画する方が多い山ですが、１泊２日で山を楽しむプランが絶対にお勧めです。初夏、山麓は木々の息遣いが聞こえそうな深い緑の森。
標高を上げるにつれて淡い新緑の森へと移り変わる。初夏の太陽が森を萌黄色に輝かせ、鳥のさえずりもピークを迎える剣山が一年で最も生き生きとする爽やかな季節
です。

新緑まぶしい 初夏の四国剣山と次郎笈 1泊2日 LV．登山２

［行程］武村美一ガイド案内
①大阪(8:00)＝大津(9:10)＝蓼科温泉(泊)　②蓼科温泉＝焼山沢登山口…焼山滝…王ヶ頭…王ヶ頭ホテル(泊)
③王ヶ頭ホテル…展望ルート…美しの塔…山本小屋＝各地(19:00予定)

通常、手ぶらの軽ハイキングで山頂を踏むだけの美ヶ原ですが、今回はルートにこだわった美ヶ原“登山”をしましょう。青々と苔むした岩の間を白沢が流れ、そのせせらぎ
の音を聞きながら美ヶ原(王ヶ頭)山頂を目指します。しらびそ原生林は一見の価値有り。そして高原台地に出ると一気に広がる３６０度の展望は、達成感も手伝い喜びもひ
としお。人気の王ヶ頭ホテルに泊るので、夜は満点の星空、朝は雲海とご来光を楽しめるかも。下りは荷物を車に預け、高原散歩で山本小屋へ。

［行程］小林孝二ガイド案内
①伊丹空港→新潟空港＝新潟港～佐渡島両津港＝真野（泊）②真野＝青粘渓谷入口…青粘渓谷…ドンデン山…ドンデン山荘（泊）
③ドンデン山荘＝両津港～新潟港＝新潟空港→伊丹空港



こちらは次号（１⽉発送予定 春夏号２０２０年４⽉~５⽉出発）に掲載が決定しているプランです。
現在 現地を⼿配しながら募集パンフレットの原稿を作成中です。
※⼿配先（宿泊施設や交通機関等）の都合により⽇程が変更となる場合もあります。

花の山ニ座へ　伊達紋別岳と室蘭岳 5月20日(水) 3泊4日 LV．登山３

丹後半島　経ケ岬・立岩・琴引浜ウォーキング
絶品!！丹後岩牡蠣フルコース

5月21日(木) 1泊2日 LV．ゆらり１

世界遺産 屋久島
宮之浦岳から縄文杉縦走

5月25日(月) 3泊4日 LV．登山４

奇跡の森 白神山地の山歩き 5月25日(月) 3泊4日 LV．登山３

お鉢を巡る三瓶山と世界遺産 石見銀山 5月26日(火) 2泊3日 LV．登山３+

山旅人スタッフ浮田健一が案内
うっきーの但馬探訪 春の旅

5月29日(金) 1泊2日 LV．さぽ旅

対象的な２座を楽しむ
新緑の毛無山と烏ケ山

5月30日(土) 1泊2日 LV．登山４

新緑の美しい但馬の山々。可憐な山野草に秘境の滝等、魅力いっぱい。さらに地元ならではの山菜をはじめとした地産地消のこだわり料理にもご期待下さい。バスでは入
る事の出来ない魅力あるスポットへもご案内させて頂きます。山旅人スタッフ浮田と地元の仲間が力を合わせ、皆様の旅をお手伝いさせて頂きます。

伊達紋別岳は有珠山や洞爺湖、伊達市街を一望でき、シラネアオイの群生地としても知られ地元の人に親しまれています。
稜線に笹原が広がっているのが印象的な山で、低山とは思えないほどの眺望が魅力です。室蘭岳(鷲別岳)は室蘭港を見下ろす眺望のいい山で、ハクサンチドリやシラネ
アオイが迎えてくれます。

［行程］馬場康法ガイド案内
①大阪(8:00)＝三宮(8:40)＝経ケ岬＝琴引浜(泊)
②琴引浜＝立岩＝屏風岩＝各地(18:00予定)

［行程］山下晋ガイド案内
①伊丹空港→新千歳空港＝蟠渓温泉(泊)②蟠渓温泉＝登山口…前紋別岳…シラネアオイの丘…伊達紋別岳(714.6m)…登山口＝東室蘭(泊)③東室蘭＝登山口…西尾
根コース…室蘭岳(911m)…南尾根コース…登山口＝登別温泉(泊)④登別温泉＝新千歳空港→伊丹空港

［行程］津森豊ガイド案内
①大阪(8:20)＝三宮(9:10)＝三瓶山麓(泊)②三瓶山麓＝西の原…子三瓶(961m)…孫三瓶(903m)…大平山(854m)…女三瓶(957m)…男三瓶(1,126m)…北の原＝温泉津温
泉(泊)③温泉津温泉＝石見銀山(町並みと間歩見学)＝各地(20:00予定)

島根県最高峰の三瓶山。外輪山の男三瓶、女三瓶、子三瓶、孫三瓶そして大平山、５つのピークすべてを周回します。歩きごたえのある縦走登山を楽しみましょう。危険な
場所はスタッフが安全サポートしますのでご安心下さい。最終日は石見銀山ガイドの会所属の人気ガイド、勝部理恵子さんの解りやすく楽しいお話を聞きながら世界遺産
石見銀山の歴史的街並景観地区と実際に銀を掘った銀鉱(間歩)の見学をお楽しみ下さい。

鳴き砂で有名な琴引おお浜で旬の岩牡蠣をご堪能。真牡蠣と比べて大型ですが大味ではなく圧倒的に濃厚かつミルキーな味をお楽しみます。お一人に約７～８個程使用
し、刺身やしゃぶしゃぶ、松前焼き、牡蠣ご飯、その他で食べきれないくらいお出しします。丹後半島では日本三大灯台のひとつ経ケ岬灯台へ。丹後半島最北端からは運
がよければ白山の展望。

毛無山は優しい森で穏やかな尾根の女性的な山。対して烏ヶ山は切り立った急峻な峰が天を指す男性的な山。中国山地の魅力的な２座を１泊２日で楽しみます。初日に
登る毛無山は初夏の緑が眩しいブナの森と大山をはじめとする中国山地の山々を見渡す好展望。もちろん烏ヶ山の眺めも。そして２日目は某飲料水のＣＭでも有名となっ
た山陰のマッターホルン、烏ヶ山へ。過去の地震の影響で最近まで登山禁止となっておりましたが近年解除となりました。

［行程］小林孝二ガイド案内　※自炊企画 寝袋要(レンタル可/無料)・装備分担約500g
①伊丹空港(10:30予定)→屋久島空港＝(昼食)＝安房(泊)②安房＝淀川登山口…花之江河…宮之浦岳(1,935m)…新高塚小屋(泊)③新高塚小屋…縄文杉…ウィルソン株
…トロッコ道…荒川登山口＝安房(泊)④安房＝<島内観光(昼食)>＝屋久島空港→伊丹空港(16:40予定)

宮之浦岳から縄文杉を縦走すると前半は山岳パノラマ、後半は神秘的な屋久杉原生林を楽しめます。宮之浦岳と縄文杉はピストン日帰り登山が定番ですが、その場合２
日間とも朝は暗いうちから歩き出す長丁場となり大変。ゆっくり山を楽しむ余裕はありません。縦走の場合、シュラフと少しの共同装備を負担するだけで１日の行動時間は
大幅に短縮、展望や原生林もゆっくりと楽しんで頂けます。さらに単調なトロッコ道も下りの片道だけなので快適です。

［行程］斉藤栄作美ガイド案内
①伊丹空港(8:30予定)→秋田空港＝散策＝二ツ井(泊)　②二ツ井＝白神山地(山歩き)＝藤里町(泊)
③藤里町＝白神山地(山歩き)＝八森温泉(泊)　④八森温泉＝散策＝秋田空港→伊丹空港(19:35予定)

世界が認めたブナの大原生林神秘の森白神山地 あえて予め詳しいコースを決めずに、地元ガイドの方々が出発直前に調査を行い“今はここが一番”という場所を案内し
てもらいます。ガイドと地元の皆様が総力上げて私達を楽しませてくれる、とても価値のある企画です。毎年春も秋も催行されて、複数回参加される方もおられる超ロング
セラーコース。

［行程］長谷部ガイド･津森豊ガイド案内
①大阪(7:00)＝三宮(7:50)＝登山口…毛無山…白馬山…登山口＝奥大山(泊）②奥大山…新小屋峠…烏ヶ山…新小屋峠…奥大山‹入湯›＝(各地19:00予定)

［行程］浮田健一添乗員同行　ドライバー堀祐希
①大阪(9:00)＝三宮(9:50)＝大笹･見頃のお花畑散策(泊) ②大笹＝小代･吉滝周辺を散策(入湯･昼食)＝各地(17:00予定)


