
いつも⼭旅⼈をご利⽤頂きまして、誠にありがとうございます。
この度のコロナウイルス感染症の状況により、しばらく先の読めない状況が続くと予想されます。
⼭旅⼈では当⾯の間、出発⽇の約1ヶ⽉から2ヶ⽉前頃、主には宿泊施設などにコロナ対策を確認し
私達の受⼊に積極的な⼿配先を優先的に⼿配してツアーを設定する予定です。
それにより募集開始が直近となりますが、皆様にはご理解とご協⼒を宜しくお願い申し上げます。

募集においては先⾏予約のお客様が優先となりますので、気になるコースはお早めに先⾏予約を 秋の四国剣⼭
⼊れて頂く事をお勧め致します。先⾏予約受付中のコースは⽇々変化しております。
最新の情報等、詳しくは⼭旅⼈までお電話等でお気軽にお問合せ下さい。

正式募集開始したツアーについては、当⾯1ヶ⽉に1回のペースでまとめてお送りさせて頂く予定です。
先⾏予約を頂いているお客様へは正式募集と同時に、予約書類を発送させて頂きます。 
正式な募集案内（料⾦・⾏程を記載）が届き次第、内容をご確認頂き、先⾏予約のコースについては
ご予約の有無をご⼀報頂けると幸いです。

電話 ０７９８−５６−１０２６  ＦＡＸ ０７９８−５３−５３７９
ＥメールやLINEでもお気軽にお問合せ下さい

秋の九重

個⼈で⼭に⾏きたい⽅ ガイド⼿配も承っております。
ツアーの設定が無くなったコースでも、希望があれば諦めずにお問合せ下さい。
当社の信頼のおけるガイドを紹介し、個⼈的に案内させて頂く事も可能です。
⾏程が決まっているなら、おおよその料⾦はお電話でもお答え致しますので
お気軽にお問合せ下さい。

ガイド料⾦の相場
通常登⼭コース 1⽇3万円〜4万円 テント泊・登攀系 1⽇4万円〜5万円
上記料⾦にプラス、ガイドの宿泊代・⾷事代・交通費等の実費が必要です。
コースによって異なりますが、ガイド1名に対し 参加者は最⼤３〜４名様まで
上記費⽤を参加⼈数で割って頂くかたちになります。 屋久島縄⽂杉

⼭旅⼈ ２０２０年９⽉〜１０⽉ ツアー設定⼀覧表
本書は募集案内を「郵送希望」のお客様と先⾏予約⼜はお問合せを頂いているお客様へお送りさせて頂いております。

状況 出発⽇ ツアータイトル ⽇数 レベル ガイド コロナ感染症予防対策について

9⽉1⽇ ガイドにまかせてぶらっと北海道 12⽇間 さぽ旅 武村 現地のキャンプ場を1棟貸切にしました。

9⽉21⽇ ⼤弛峠から⾦峰⼭ 2泊3⽇ 登⼭2 豊⽥ 1泊目は2名1室、⼭⼩屋は１⼈ずつカーテンでの仕切があります。

9⽉3⽇ 岩の殿堂 剱岳 3泊4⽇ 登⼭5+ ⼩林・多賀⾕
1泊目は2名1室、剣沢⼩屋の寝具は使い捨てシーツ利⽤。インナーシーツ
持参不要、定員は通常の半分程度。就寝時上半⾝部分に仕切設置。

9⽉8⽇ 道東満喫 釧路湿原カヌー・養⽼⽜温泉・サロマ湖の⼣陽 3泊4⽇ ゆらり2 ⿃⽻・三⽊ 宿泊施設はすべて２名１室利⽤

9⽉12⽇ 岩の殿堂 剱岳 3泊4⽇ 登⼭5+ ⼩林・多賀⾕
1泊目は2名1室、剣沢⼩屋の寝具は使い捨てシーツ利⽤。インナーシーツ
持参不要、定員は通常の半分程度。就寝時上半⾝部分に仕切設置。

9⽉14⽇ 北穂⾼⼩屋に泊って 涸沢カールから北穂⾼岳 4泊5⽇ 登⼭5 ⻑⾕部
徳沢ロッジは2段ベット利⽤ 、北穂⾼⼩屋は定員を通常の半分に。
横尾⼭荘も２段ベッドで完全予約制。定員を⼤幅減

9⽉15⽇ 秋の奥上⾼地と絶景 紅葉の氷河公園 4泊5⽇ 登⼭3+ 津森
１、４泊目は2名1室利⽤
槍沢ロッジは通常定員の半分で対応

9⽉17⽇ 北穂⾼⼩屋に泊って涸沢カールから北穂⾼岳 4泊5⽇ 登⼭5 武村
徳沢ロッジは2段ベット利⽤ 、北穂⾼⼩屋は定員を通常の半分に。
横尾⼭荘も２段ベッドで完全予約制。定員を⼤幅減

9⽉18⽇ 最北の名峰 利尻⼭ 3泊4⽇ 登⼭4 ⼩林 旅館泊 ２名１室利⽤

9⽉22⽇ ⼤海原若狭イカ釣り五目釣り 1泊2⽇ さぽ旅 ⾺場 旅館泊 １名１室利⽤

9⽉22⽇ 燕岳から北燕岳・餓⻤岳縦⾛ 3泊4⽇ 登⼭4 ⻑⾕部
1泊目は2名1室利⽤。
餓⻤岳⼩屋、燕⼭荘は予約制で通常定員より⼤幅減。

9⽉28⽇ お鉢を巡る三瓶⼭と世界遺産 ⽯⾒銀⼭ 2泊3⽇ 登3+ 津森 旅館泊 ２名１室利⽤

9⽉29⽇ ⼭上の五の池⼩屋に連泊 紅葉の御嶽⼭ 池めぐり 3泊4⽇ 登⼭3+ 武村
1泊目は2名1室利⽤。五の池⼩屋は限定30名で定員⼤幅減
就寝時仕切設置。寝袋・マット持参必要

9⽉30⽇ 蓬莱⼭と琵琶湖テラス 余花朗のうなぎ御膳 ⽇帰り ゆらり2 ⾺場 少⼈数募集

その他 ⽇程の決まっていない採⽤検討中のコースも多数あります。お気軽にお問合せ下さい。

９⽉
募集決定

近⽇
正募集

開始予定

９⽉
現在

募集中



状況 出発⽇ ツアータイトル ⽇数 レベル ガイド コロナ感染症予防対策について

10⽉15⽇ とらの会 星降る森で語らう⼣べ 瀞川⼭天空散歩と柤⼤池・⼋反滝 1泊2⽇ さぽ旅 武村
キャンプ場のコテージ（ベッド・トイレ・洗⾯等設置）
は１棟３名までの利⽤

10⽉17⽇ 世界が認めたブナの⼤原⽣林 奇跡の森を訪ねて 紅葉の⽩神⼭地探訪 3泊4⽇ 登⼭3 ⻫藤 １、３泊目は2名1室利⽤ ⼭泊は貸切の宿泊施設を利⽤

10⽉1⽇ 紅葉の乳頭温泉から秋⽥駒ケ岳縦⾛ 3泊4⽇ 登⼭4 近藤明 旅館泊 ２名１室利⽤

10⽉4⽇ 本州の最北端・下北半島 仏ヶ浦・五能線乗⾞・縫道⽯⼭･吹越烏帽⼦ 3泊4⽇ 登⼭3 近藤明 旅館泊 ２名１室利⽤

10⽉4⽇
⼈気のお宿 九酔渓温泉⼆匹の⻤に泊って
阿蘇・九重 隠れ紅葉スポット巡り

3泊4⽇ さぽ旅 ⼩林 貸切コテージ（露天風呂付き）３名〜４名利⽤

10⽉4⽇ ⻩⾦⾊が優しく揺れる 草紅葉の尾瀬散歩 3泊4⽇ 登⼭2 豊⽥・⾺場 貸切コテージ（露天風呂付き）３名〜４名利⽤

10⽉5⽇ ⽺の会 ⾏先未定 2泊3⽇ 登⼭3 武村
1泊目、３泊目の旅館は２名１室利⽤
⼭⼩屋は２〜４名の貸切の個室利⽤

10⽉5⽇ 癒やし系 ロング縦⾛ 三嶺から剣⼭・⼀ノ森縦⾛ 3泊4⽇ 登⼭3+ 吉⽥太陽
１泊目は2名1室 無⼈⼩屋は他の利⽤者がある場合テントで対応
剣⼭頂上ヒュッテは2名1室

10⽉8⽇ アルプスの秘境 風光明媚 花の風吹⼤池 3泊4⽇ 登⼭3 武村
１泊目は２名１室で調整中（来⾺温泉風吹荘以外になる予定）
風吹⼭荘はインナーシーツ持参。1⽇2〜3組限定で予約制。

10⽉11⽇ 世界遺産 屋久島宮之浦岳から縄⽂杉へ 3泊4⽇ 登⼭4 渡辺太郎 ・津森
１泊目、３泊目は２名〜３名１室利⽤
テント１張 ２名利⽤

10⽉15⽇ 世界遺産 屋久島宮之浦岳から縄⽂杉へ 3泊4⽇ 登⼭4 渡辺太郎 ・津森
１泊目、３泊目は２名〜３名１室利⽤
テント１張 ２名利⽤

10⽉26⽇ ⼭頂の⼩屋に泊るから価値がある 紅葉の⼭々を⾒渡す秋の四国剣⼭ 1泊2⽇ 登⼭2 堀祐希
剣⼭頂上ヒュッテは2名1室利⽤
⽇程が変更になりました。10/27出発→10/26出発へ

10⽉28⽇
渓⾕は上りで⾒るから価値がある
国内屈指の⼤渓⾕ ⼤杉⾕から⼤台ヶ原縦⾛

3泊4⽇ 登⼭4 津森
1泊目と3泊目は少⼈数の部屋を貸し切ります。
2泊目の⼭⼩屋は⼤部屋ですが定員をさげております。

10⽉31⽇
晩秋の九重連峰と法華院温泉
静かな森と⼭の温泉を楽しむ⼤船林道の紅葉

3泊4⽇ 登⼭2 ⼩林
法華院温泉は2名1室。
但し、豪⾬被害の復旧状況により募集を⾒送る場合もあります。

11⽉10⽇
ゆらり１８周年謝恩企画
知多半島の望海３島ハイクと豪華な海の幸満喫

1泊2⽇ ゆらり2 ⾺場･豊⽥
現在２０名募集の為、10名募集にて再募集検討中
その場合、追加便を設定して対応予定

11⽉14⽇ 四国⼋⼗⼋ケ所 逆通し打ち 9⽇間 さぽ旅 本間 少⼈数募集 利⽤宿泊施設も可能な限り少⼈数部屋を利⽤予定

その他 ⽇程の決まっていない採⽤検討中のコースも多数あります。お気軽にお問合せ下さい。

10⽉
募集決定

近⽇
正募集

開始予定

10⽉
現在

募集中

11⽉
現在

募集中

状況 出発⽇ ツアータイトル ⽇数 レベル ガイド 中⽌⼜は保留の理由

9⽉14⽇ ⻄オーストラリア・パース ワイルドフラワー＆⼤⾃然探訪 7⽇間 登⼭2 ⾼千穂

9⽉14⽇ アメリカの⼤絶景を満喫 グランドサークルどっぷりハイキング 10⽇間 登⼭3 吉⽥太陽

9⽉29⽇ 紅葉のチロル・フネス⾕とドロミテハイキング＆ドイツ最⾼峰 9⽇間 登2 ⾼千穂

12⽉1⽇
ニュージーランド南島⼤⾃然ハイキング
氷河歩きとミルフォードサウンド

10⽇間 登⼭2 吉⽥太陽

9⽉2⽇ 北アルプス南部 好展望の２座 焼岳と乗鞍岳 2泊3⽇ 登⼭3+ 吉⽥太陽 受⼊施設の環境を考慮して、今年の募集は⾒送る事となりました。

9⽉5⽇ 浄⼟⼭から五⾊ヶ原 薬師岳⼤縦⾛ 6泊7⽇ 登⼭4 ⾼千穂
⻑期縦⾛になる事と、⼭⼩屋の状況をふまえて
今年の設定は⾒送る事となりました。

9⽉8⽇ ⼤パノラマ 蝶ヶ岳と蝶槍 3泊4⽇ 登⼭3+ ⻑⾕部 希望者の⽅が少なかった為、今年の設定は⾒送る事となりました。

9⽉16⽇ ⽇本百名⼭ 安達太良⼭と秘湯くろがね⼩屋 岳温泉の⽼舗旅館 喜ら⾥ 3泊4⽇ 登⼭2 豊⽥
寝袋が必要となり、本プランと装備が合わない為
今年の設定は⾒送る事となりました。

9⽉23⽇ イエローナイフオーロラとカナディアンロッキー⻩葉ハイキング 8⽇間 登⼭2 ⼩林
現在募集中（⼜は募集予定）の海外ツアーは
状況が戻るまですべて延期させて頂く事となりました。

9⽉24⽇ ⼭頂に泊るゆとりの⾏程 ⽇本百名⼭ 巻機⼭と苗場⼭ 3泊4⽇ 登⼭4 津森
無⼈⼩屋の対応が難しいと判断した為
今年の設定は⾒送る事となりました。

9⽉27⽇ 絶景 裏剱を望む仙⼈池 4泊5⽇ 登⼭5+ ⻑⾕部
雪渓の状態が思わしくなく、さらに危険箇所の多い縦⾛コース
となる為、今年の設定は⾒送る事となりました。

保留中 10⽉11⽇ ⿊部の⼤峡⾕ 下の廊下 3泊4⽇ 登⼭5+ ⼩林 阿曽原⼩屋の営業が決まり次第検討する予定です。

10⽉17⽇ ⼭頂の⼩屋に泊るから価値がある 紅葉の⼭々を⾒渡す秋の四国剣⼭ 1泊2⽇ 登⼭2 堀祐希 混雑した⼩屋を避ける為、平⽇のみの設定としました。

10⽉25⽇ 快適♪ 短縮登⼭⼝利⽤で全⼭紅葉 ⼤船⼭と三俣⼭へ 3泊4⽇ 登⼭3 ⼩林
⼤船⼭登⼭バスの運休が決定した為
今年の設定は⾒送る事となりました。

現在募集中（⼜は募集予定）の海外ツアーは
状況が戻るまですべて延期させて頂く事となりました。

たくさんの皆様にご予約（先⾏予約）を頂いていたにも関わらず、多くのコースの募集を⾒送る事となり、⼼よりお詫び申し上げます。

設定
中⽌

設定
中⽌

催⾏
中⽌


