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新年明けましておめでとうございます。 
平素より⼭旅⼈の旅へご愛顧賜り、厚く御礼申し上げます。 

おかげさまで⼭旅⼈は今年で１８周年を迎えさせて頂く事となり

ました。これもひとえにご愛顧頂いている皆様のおかげと深く感

謝申し上げます。弊社の強みはなんといっても⼈です。⼈と⼈と

のふれあいを⼤切にして下さるお客様、スキルが⾼く個性的で頼

りになるガイドさん達、そして親切丁寧で⼈懐っこいスタッフ達、

そんな皆さんが⼭旅⼈の⼀番の魅⼒だと考えています。新時代令

和。私達はその強みをしっかりと表現していこうと決意しました。

皆様⽅には引き続きご指導、ご協⼒を賜ります様にお願い申し上

げます。今年も皆様にとって素晴らしい年である事を祈念致しま

して新年のご挨拶とさせて頂きます。 

代表取締役 堀 祐希 

正直、これまでのパンフレットでは本来お伝えし

たかった事の半分も伝えきれていませんでした。

２０２０年からは掲載スペースを⼤きくとって、

ツアーひとつひとつの魅⼒をしっかりと伝えてい

くスタイルへと改善します。なぜこの⾏程にした

のか、なぜこのシーズンに決めたのか等のツアー

設定までの過程も細かく記載し、さらに同⾏する

スタッフ（ガイドだけでなく添乗員も）も可能な

限り明記、そのガイドや添乗員がプランにかける

思いも表現しようと考えております。すぐに全ペ

ージとはいかないかも知れませんが、次号のパン

フレットにご期待下さい。 

パンフレットを、もっと伝わるものへ改善 フレンドリーでアットホームな旅行社を表現 

フレンドリーでアットホームなツアーというの

は、⼈によっては迷惑というか、好きではないと

いう⽅もおられると思います。例えば⼭旅⼈でよ

く実施する⼭に⼊る前泊宿でのミーティングや⾃

⼰紹介、また⼩屋についてからのお茶タイム等、

多くの皆様には喜んで頂いているとは思います

が、中にはそれが嫌だなと感じる⽅もおられると

思います。これからの⼭旅⼈は「フレンドリーで

アットホーム」をしっかりと表現し、その様な雰

囲気を気に⼊って頂けるお客様には引き続き喜ん

で頂き、逆にその様な雰囲気が苦⼿な⽅が知らず

に参加してしまわない様に配慮していきます。 

山旅人の事務所へ遊びにきませんか？ 
１月１９日（日） 門戸大祭で「すだち鶏天」の 

屋台を出して、皆様をお待ちしております  

 

山旅人の事務所の近所に門戸厄神（東光寺）と

いう有名な厄除けのお寺があります。そこでは

毎年１月に門戸大祭という厄除けのお祭りが

あるのですが、事務所横のスペースを利用して

岳人の森料理長の山田充さんが徳島神山の名

物「すだち鶏天」を販売。長蛇の列になるほど

大好評。せっかくなので今年は普段ご参加頂い

ている皆様と私達との交流の場になればと山

旅人参加者限定で事務所を開放します。宜しけ

ればお参りついでに是非遊びに来て下さい。 

開放時間 １月１９日（日） 午前１０時～１５時 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「せんべろ」ってご存じですか︖1000 円以内でお酒とお

つまみを⾷べてべろべろに酔えるということを例えてせん

べろといいます。酒好きのおじさんが⼤阪の安い居酒屋を

紹介する、いわゆるせんべろ動画を YouTube で最近よく

⾒るのですが、うまそうに飲み⾷べする動画を⾒ていると、

無性に⾏きたくなってきます。でもまだ⼀⼈で⾏く勇気は

ないので妻に付き合ってもらい、平⽇昼間から動画で⾒た

お店へ３軒はしご酒(^^; まず 1 軒目は天王寺にある⽴

飲み処「さかとけ」へ。ここはパンドラの箱(写真)という

お刺⾝盛り合わせが有名でこのボリュームでなんと 999

円︕2 軒目は新世界にある串カツ屋「ふじやま」へ。ここ

は串カツも⼤きくておいしいのですが、平⽇昼間はジンピ

ームハイボールがなんと 99 円︕3 軒目も新世界にある「ホ

ルモン道場」。ここは 

鉄板でホルモンを焼い 

てる動画を⾒て⾏きた 

くなって(^^;さて次 

はどの店へいこかな♪ 

 三⽊浩嗣 

 

昨年の締めくくりのツアーは六甲夜景でした。初めて⾒た

時にとても感動した六甲夜景を皆さんと⾒に⾏きたい︕と

企画したこのツアー。おかげ様で今回満席の出発︕期待を

裏切らない、いやそれ以上の美しさを誇る六甲の夜景は宝

⽯箱を散りばめたようで本当に綺麗でした。夜景を⾒ると

家に帰るのも遅くなるし、⾞でないと無理といろいろ気に

なる事がありますが、さぽ旅なのでゆっくりと夜景を楽し

み、その⽇宿泊して翌⽇も軽ハイキングに⾷べ歩きにと盛

りだくさん︕そんな夜遊びプラスα企画♪今回は⽇本三⼤

夜景のひとつの摩耶⼭を存分に楽しみました。第⼆弾は⻑

崎の夜景を検討したいと思っています。⼭旅⼈のさぽ旅号

の運転はおまかせ下さい＼(^o^)／ ドライバー岡本哲也 

 

 

 

新年明けましておめでとうございます。２０１９年のツア

ーも無事に全て終わり、冬シーズンは場所を地元⼭陰に移

して在宅勤務にて⽇々お仕事をさせて頂いております。お

休みの⽇には夏場なかなか⾏くことのできないホームマウ

ンテン⼤⼭へ週１回ペースで登って体⼒づくりを。皆さん

がこの記事を読んでいる頃にはきっと⼤⼭も雪景⾊になっ

ていることでしょう。今季は暖冬予報ということで積雪量

が懸念されるところですが、雪の⼭は美しいので早くたっ

ぷり降ってくれればいいなと願っています。毎回ただ登る

だけでは⾯⽩くないので、４⽉に設定している体⼒測定伊

吹⼭で⾏うマイペース登⾏について勉強し、意識しながら

登っています。息を切らさず、ずっと登れるペースで１時

間に標⾼差何メートル登れるか。その数値によって⾃分の

目指している⼭に⾏くのにはどんなトレーニングを積んだ

らよいかが⾒えてきます。皆様と⼀緒に素敵な⼭⾏を目指

していきたいと思ってい 

ます。今年もどうぞよろ 

しくお願い致します︕ 

津森豊 

年末の⼤掃除で会社の倉庫に眠っているノベルティグッズ

（イベント等で配った品物）がわんさかと出てきました。

さてこの品々をどうしようかな…と考えて思いついたのが

門⼾⼤祭にお越し頂いた⼭旅⼈のお客様にお配りしようと

いうアイデア。毎年１⽉１８⽇と１９⽇の２⽇間、事務所

のある門⼾厄神では⼤きな厄除けのお祭りがあります。私

達の事務所でも岳⼈の森料理⻑ ⼭⽥充さんが屋台を出し

て「徳島すだち⿃天」を販売します。そこで今年は⼭旅⼈

のお客様にだけに事務所を開放し、私達とお客様との交流

の場にしようと考えました。私達にとっては皆様からいろ

いろなご意⾒やアイデアを頂く貴重な時間となります。お

越し頂いた⽅には御礼にノベルティグッズをお持ち帰り頂

こうかと。皆様のお越しをお待ちしております。 

お客様交流会 1/19(⽇) 午前 10 時〜15 時 出⼊り⾃由 

 

 

 

 

堀祐希 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 代の頃、お正⽉はといえば、毎年⼭で過ごしていました。

中でも南⼋ヶ岳は何度も⾏きました。何度も⾏った割には

予定通り登⼭できたのは 1 回だけ︕天候によることもあり

ましたが、⼤抵はメンバーの痛飲によるやる気減退(笑) 

それでも⽩銀の世界は目を楽しませてくれますし、氷瀑で

のアイスクライミングは、氷の裏を流れる⽔の⾳を聞きな

がらスリル満点でした。いつもテント泊で、⾚岳鉱泉⼩屋

の湯けむりを羨ましく思いながらでしたが、仲間とのテン

ト泊はとても楽しく、コッヘルで作った鍋をつつき、酒を

酌み交わしラジオで紅⽩を聴いたりしていました。⼤晦⽇

だけは⼭のテント場であっても夜中までかなり騒がしかっ

たのを覚えています。そんな時、雉打ちの為テントから少

し離れた場所に⾏くと、雪の防⾳効果で⼀気に静寂が訪れ

ます。空を仰ぎ⾒ると⽊々の間から満天の星空︕呆然と⾒

上げ、ずっと眺めていたい気分になります。そんな気分も

つかの間で、⻭がカチカチ鳴り出し現実に引き戻され慌て

てテントに戻ったものでした。 

皆様、あけましておめでとうございます。本年もよろしく

お願いいたします。             近藤恒毅 

 

 〜令和元年最後の楽しみ〜  

皆様、あけましておめでとうございます。本年もよろしく

お願いいたします。本当に⼀年経つのは早いですね。皆様

も年末は⼤変忙しくされていたことだと思います。年末年

始の疲れが残っていませんか︖どうぞ、お体ご⾃愛下さい。

私は新年を迎える前に、とても楽しみにしている⾏事があ

ります。（この記事を書いているのは１２⽉中旬）昔のサッ

カー仲間が全国から集まり、約６時間フットサルを⾏う「蹴

り納め」⼤会があるのです。年々、私も含め仲間達も昔の

ように動けなくなっているのを感じながら、思い出話に花

を咲かせ少年時代に戻って必死にボールを追いかけます。

最後はもう「お腹いっぱいボールを蹴りました︕もう勘弁

してください︕」とヘトヘトになりながらゲームに駆り出

されます。１５年以上続く仲間との交流は私にとって年末

のなくてはならない⾏事ですが、残念なことにそんな思い

出深い⾏事も令和元年が最後になるそうです。悔いの残ら

ぬよう思う存分フットサルを満喫してこようと思います。

そして２、３⽇は全⾝筋⾁痛で思うように体が動いてくれ

ない正⽉を満喫します（笑）         浮⽥健⼀ 

ここ最近、友⼈が釣りに勤しんでくれるおかげで我が家に

は⽇本海や太平洋で釣れた新鮮な太⼑⿂、ツバス、はまち、

鰆等がやってきます。友⼈は⾷べ切れないという理由で私

に数匹託してくれるのですが、なんせ持ってきてくれるの

が釣り後の深夜。周りのママ友達も⿂は⾷べたいけど「こ

んな⼤きな⿂、今からよー捌かん」となかなかもらっても

らえないのです。私も⿂なんて全く捌けなかったのですが、

必要に迫られ深夜に YouTube を⾒ながらなんとか捌いて

います。⾒た目が悪くても旨さは折り紙付きで（なんせと

っても新鮮）美味しく頂いています。どうせ頂くならちゃ

んと捌きたい︕もっと美味しく頂きたいと包丁も新しく購

⼊することにしました。（今までは家にある三徳包丁で捌い

ていた）新年を迎える時にはめで鯛の鯛に挑戦しようと密

かに思っています♪久保 世⾥⼦ 

久保世⾥⼦ 

お客様より⼭のお写真を頂きました︕ 
こちらはお客様から頂いた槍沢の紅葉をはじめとする素敵

なお写真。⼤掃除のときに事務所内と殺風景だった寮（事

務所隣接の寝泊り出来る場所）へ飾らせて頂きました。 

ありがとうございました。   スタッフ⼀同 



 

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・・・ 

●山旅人のツアー募集スケジュール 

3 月末出発までは募集中です。パンフレットをご請求下さい。 

5 月末までは募集コースが決定しております。募集決定コース一覧表をご請求下さい。 

6 月から 9 月出発は現在検討中です。 
 

●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。 


