少しずつ 標⾼を 上げ て憧 れのピーク へ
長野県

大阪発

北穂高小屋に泊る贅沢
絶景 北穂高岳
登山
レベル４

技術 ★★★★★
体力 ★★★★☆ 定数 20

出 発 日
旅行代金
募集定員

9 月 14 日(月)
9 月 17 日(木) 4 泊 5 日
181,000 円
8 名 最少催行 5 名

食事

朝4 昼0 夕4

宿泊

①14 日発 徳沢ロッジ
17 日発 徳沢園
②涸沢小屋 ③北穂高小屋
④横尾山荘

ｺｰｽﾃﾞｰﾀ

①2 時間 ②4 時間 ③3.5 時間
④4 時間 ⑤3 時間
最大②上り 911m ④下り 1520m

累積高低差

絶景 の北穂 ⾼⼩ 屋にス テイす る贅 沢な ⼭ 旅

［行程］9/14 発 長谷部亮ガイド案内 9/17 発 津森豊ガイド案内
①大阪(7:30)＝上高地…徳沢(泊)②徳沢…横尾…本谷橋…涸沢(泊)
③涸沢…南陵…北穂高岳(泊)④北穂高岳…南陵…涸沢…横尾(泊)
⑤横尾…上高地＝(入湯)＝大阪(18:00 予定)
※ヘルメット必要 (レンタル可･要予約･500 円)

北穂高の小屋のテラスから眺める槍ヶ岳

北穂⾼岳に泊る、贅沢な⼭旅
アルプスフリークならきっと⼀度は思った事があるでしょう。
あの⼩屋（北穂⾼⼩屋）に泊りたい…
横尾に１泊し、⼭頂まで⼀気に登る⾏程が⼀般的。しかし本企画では⾼
度順応を意識し、体⼒の消耗も最⼩限に抑える⾏程にしました。⼀⽣に
9/14 発 長谷部亮ガイド

9/17 発 津森豊ガイド

何度も⾏くところでは無いので、ゆっくりと景⾊を楽しみたい、景⾊が
⾒えるチャンスも増やしたい、そんな希望もあるのではと考えました。

この山旅のお勧めポイント…

企画担当責任者から皆様へ

・北穂高小屋に泊る
・安全と快適性を重視して限定８名様の少人数募集
・少しずつ標高を上げて小屋に泊り、高度順応に対応
・通常関西からなら３泊で登頂出来る行程をあえて１泊
増やして企画。体力消耗を出来る限り防ぐように考慮

たくさんの皆様からご希望を頂きましたので
今年の設定を決断しました。

本ツアーの新型コロナ感染症対策
・バスは２席１名利用で間隔を確保
・山小屋の定員は通常より半分で完全予約制ですので間
隔を開けて利用できます。
・今回利用する小屋はコロナに対応した寝具を用意して
おります。

今年、アルプスの企画の多くは見送る事となりました
が、現地の山小屋の受け入れ体制もしっかりされてい
て、行程にも無理は無く、何よりもたくさんのお客様
から行きたいというご希望を頂きましたので、ガイド
と相談しながら慎重にプランを立てました。
ひとりでも多くの皆様に喜んで頂けると、とても幸せ
です。
企画担当責任者

浮田健一

予備⽇を設けて登頂率 UP 超ベテランガイド 2 名でサポート 岩の殿堂 剱岳 別⼭尾根
富山県

三宮･大阪･大津発

岩の殿堂

剱岳 別山尾根
登山
レベル５+

技術 ★★★★★
体力 ★★★★★

出 発 日
旅行代金
募集定員

9 月 3 日(木)
9 月 12 日(土) 4 泊 5 日
200,000 円
8 名 最少催行 6 名

食事

朝4 昼0 夕4

宿泊

①千寿荘
②③④剱澤小屋

ｺｰｽﾃﾞｰﾀ
累積高低差

②4 時間 ③5.5 時間
④予備日⑤4 時間
最大③上り 757m ③下り 757m

［行程］多賀谷治ガイド・小林孝二ガイド案内
①三宮(8:00)＝大阪(8:50)＝大津(10:00)＝立山町(泊)②立山町＝立山室堂
…剱澤(泊)③剱澤…一服剱(2,618m)…前剱(2,813m)…カニのタテバイ…剱
岳(2,998m)…カニのヨコバイ…剱澤(泊)④剱澤＜予備日＞⑤剱澤…立山室
堂＝立山町＝(入湯)＝各地(19:00 予定)
※ヘルメット、ハーネス(スリング・カラビナ付)が必要。（レンタル有各 500 円）

レジェンド的存在の⼆⼈が⼼をこめてサポート

多賀谷 治ガイド

小林 孝二ガイド

岩の殿堂 剱岳

剱澤から添乗員が撮影

きっと、このお二人で案内する剱岳は
今年が最初で最後となるでしょう

この山旅のお勧めポイント…
・１日予備日を設ける事で登頂率アップ
・ベテランダブルガイドで安心のサポート体制
・剱岳のロケーション抜群、剱澤小屋に３連泊
・無事登頂出来た場合の予備日は周辺散策へガイドが案内
します。

本ツアーの新型コロナ感染症対策
・バスは２席１名利用で間隔を確保
・初日の宿は２名１室利用
・山小屋の定員は通常より半分で完全予約制
寝具は使い捨てシーツ利用でインナーシーツ持参不要、
就寝時は一人ずつ上半身部分に仕切りを設置して対応

昨年、当社の北アルプス方面でちょっとしたトラブル
が発生し、お世話になった現地の方へ御礼のご挨拶を
する為、急遽富山へと向かっていた列車の中、剱岳を
ガイドしていた小林ガイドから一報がはいりました。
「天気が悪く回復の見通しも無い、今年は中止して今
日帰ります」との事。私も日帰りの予定だったので皆
様の入湯場所へ行って合流、バスに乗せてもらい一緒
に帰路へ。当然残念そうな皆様ではありましたが、さ
すがは当社のお客様、とてもポジティブに「来年も行
くからね！社長、来年は天気にして登らせてよ！」と
言って頂いたので、これは山旅人代表として出来得る
限り事をしなければと次のように施しました。まず台
風さえ来なければ天候が安定している９月にツアー
を設定、もちろん今年も山旅人で一番のベテランのガ
イド、小林さんを配置し、さらにその小林さんが一番
信頼をおいている剱岳の超ベテランガイド、多賀谷さ
んにも来て頂き、ダブルガイドで皆様を安全にサポー
トします。ちなみに多賀谷さんは、私が２３年前に初
めて添乗員として剱岳へ登ったときのメインガイド
でした。私にとっては当時から憧れ、剱岳のレジェン
ド的存在のガイドです。ここまで準備させて頂きまし
たので、後は社の神棚に祈るのみです。
株式会社 山旅人
代表取締役 堀祐希

夏の喧騒を避けて静かな名峰を楽しむ 紅葉の利尻⼭
北海道

航空機利用

予備日を設けてトライする

最北の名峰 利尻山
登山
レベル４

［行程］小林孝二ガイド案内・山澤玉木ガイド案内
①伊丹又は関西空港(8:40 発予定)→新千歳空港→利尻空港＝鴛泊(泊)②鴛
泊＝北麓野営場…甘露泉水…長官山…利尻山(1,719m)…<往路を戻る>…北
麓野営場＝鴛泊(泊)③鴛泊＝<予備日:ハイキング>＝鴛泊(泊)④鴛泊＝利
尻空港→新千歳空港→伊丹又は関西空港(19:45 予定)

技術 ★★★☆☆
体力 ★★★★☆ 定数 36

出 発 日
旅行代金
募集定員

9 月 18 日(金)3 泊 4 日
220,000 円
8 名 最少催行 5 名

食事

朝3 昼0 夕3

宿泊

①②③田中家

ｺｰｽﾃﾞｰﾀ
累積高低差

②11 時間 ③数時間のハイキング
最大②上り 1,550m③下り 1550m

８合目の長官山から望む利尻山

登山道からは礼文島や水平線が望めます

この山旅のお勧めポイント…

２０年以上 利尻に通い続けた⼩林孝⼆ガイドと

・長蛇の列となる夏のピークを避けて設定
・利尻島で３連泊。予備日を設けてお天気のいい日に
利尻山へアタックします
・利尻に通い続けた小林孝二ガイドが添乗員を兼務
予備日の島内散策にもご期待下さい
・登山口に近く、海の幸が自慢の旅館、田中家に連泊
部屋に荷物を置いたまま登山や散策をお楽しみ下さい

利尻在住の⼭澤⽟⽊ガイドが阿吽の呼吸でご案内します

本ツアーの新型コロナ感染症対策
・ピークシーズンの登山をさけて人の少ない秋に設定
・島内３泊とも同じ旅館に２人 1 室で利用
・限定８名様の募集定員で大人数移動を避けました

ガイ ド 小 林孝 二

ガイ ド

山 澤玉木

企画担当責任者から皆様へ

利尻を知り尽くしたＷガイドで案内
最北の名峰 利尻山をご満喫下さい
稚内から見ると海の上に富士山が聳えているかの様
に見える名峰、利尻山。登山される方ならきっと一度
は登ってみたいと思われる事でしょう。
利尻山は皆様ご承知の通り、長丁場なだけで無く、孤
島の独立峰なので、とても天候に左右されやすい山で
す。とはいえ登れなかったからといって「また来年
に・・・」なんて気楽に何度も通えるような場所では
ありませんよね。そこで比較的天候が安定しているこ
の時期に島内の旅館へ３連泊し、天気の良い日を選ん
でアタックする行程にしました。予備日は登山だけの
ツアーでは案内出来ない島内の素敵なスポットにガ
イドが案内します。今回は利尻島に２０年以上通い利
尻山を案内してきた小林孝二ガイドと、旅行社に勤務
され、利尻に魅せられて何度も
通っているうちに島内に移住さ
れた山澤ガイドのお二人が皆様
の旅を安全・快適にサポートさ
せて頂きます。島を知り尽くし
た二人の案内するこの旅は、皆
様にご満足頂く自信があります。
企画担当責任者
眺望のいい利尻山登山道から礼文島を望みます

岡本哲也

初秋の⻘空と天⼀点を指す槍ヶ岳の勇姿 静かなアルプスに滞在する贅沢な⼭旅
長野県

三宮･大阪･大津発

静かな初秋の槍沢のんびりステイ

槍ヶ岳の絶景 氷河公園
登山
レベル３+

技術 ★★☆☆☆
体力 ★★★☆☆ 定数 23

出 発 日
旅行代金
募集定員

9 月 15 日(火)4 泊 5 日
168,000 円
8 名 最少催行 6 名

食事

朝4 昼0 夕4

宿泊

①④沢渡温泉
ペンションしるふれい
②③槍沢ロッジ

ｺｰｽﾃﾞｰﾀ
累積高低差

②5 時間 ③6 時間 ④5 時間
最大③上り 937m ③下り 937m

［行程］津森豊ガイド案内・添乗員 未定
①三宮(8:00)＝大阪(8:50)＝大津(10:00)＝沢渡温泉(泊)
②沢渡＝上高地…横尾…槍沢(泊)
③槍沢…氷河公園(天狗原)…槍沢(泊)
④槍沢…上高地＝沢渡温泉(泊)⑤沢渡温泉＝各地(15:00 予定)

天狗池の水面に槍ヶ岳を映す初秋の氷河公園

この⼭旅を案内するガイド紹介
ハイキングからアルプスの岩稜帯、さら
には海外⾼所登⼭まで幅広く案内。皆様
がいつまでも⼭に憧れを持ち、⾃分の目
標を目指し続ける事をサポートしたい
とガイドになりました。今回はゆっくり
とアルプスを楽しむ素敵な旅をご案内
ガイ ド 津 森豊

この山旅のお勧めポイント…
・人の多い時期を外して静かな山を楽しむ
・ピークハントでは無く、山での時間にこだわる行程
・今年は山にあまり入れず体力的にちょっと心配という方
今年の夏山の箸休め的に楽しみたいという方
そんな方々にもお勧めのプラン
・前後泊の「ペンションしるふれい」お料理も温泉も
毎回大好評。さらに今回は１人１部屋利用で予約
・お風呂もある水の豊富な山小屋槍沢ロッジ連泊
定員は例年の半分なので快適
不要な荷物は小屋に預けて氷河公園を往復

本ツアーの新型コロナ感染症対策
・バスは２席１名利用で間隔を確保
・前後泊のペンションは一人部屋利用
・山小屋の定員は通常より半分で完全予約制
希望の方はインナーシーツを販売します。
ご予約の際にお申し出下さい。

企画担当責任者から皆様へ

静かなアルプスを少人数でゆっくり楽しむ
今年はそんな贅沢な山旅をお勧めします。
夏山や紅葉のピークシーズンをあえて外してツアー
設定しました。きっと今シーズンは体が山に慣れて
いない方が多いのではないでしょうか。いきなりタ
イトな行程で暑い夏山や気候が急変すると初冬の様
相となる紅葉の時期に行くのは心配、そんな方もお
られるのではと考え、この企画を思いつきました。
９月のアルプスは山小屋や登山ルートも人は少な
く、台風さえ来なければ気候も一番安定している時
期。
（台風が来れば中止になりますが…）山に慣れて
いない体には快適な山歩きが楽しめる時期。行程の
大半は歩きやすいトラバース道や平坦道。見える景
色は槍ヶ岳をはじめ迫力あるアルプスの風景。私は
９月のアルプスの雰囲気が大好きです。行程的に時
間にゆとりをもたせましたので焦らず楽しく山を歩
いてもらえたら嬉しく思います。
山談義を楽しみながら今年逃し
た素敵な山の時間を取り戻しま
せんか。
津森ガイドが安心・安全・快適
に皆様をしっかりとサポート
する事をお約束します。
企画担当責任者

ペンションしるふれい

槍 沢ロ ッ ジ

させて頂きます。

堀

祐希

爽やかな初秋の⼤地を歩く
北海道

北海道を知り尽くした⼆⼈が考え、案内する道東満喫の旅

航空機利用

養老牛温泉に泊って道東満喫

展望抜群の山歩き 藻琴山と
カヌーで楽しむ釧路湿原
登山
レベル２

技術 ★☆☆☆☆
体力 ★★☆☆☆

出 発 日
旅行代金
募集定員

9 月 8 日(火) 3 泊 4 日
250,000 円
8 名 最少催行 5 名

食事

朝3 昼3 夕3

宿泊

①サロマ湖鶴雅リゾート
②湯宿だいいち
③ラビスタ釧路川

ｺｰｽﾃﾞｰﾀ

②2 時間 ④2 時間の散策

［行程］鳥羽晃一ガイド案内 三木浩嗣添乗員同行
①伊丹空港(9:00 予定)→羽田空港→女満別空港＝能取湖(サンゴ草)＝サロ
マ湖(泊)②サロマ湖＝登山口…藻琴山(1,000m)…登山口＝養老牛温泉(泊)
③養老牛温泉＝釧路湿原(カヌー下り)＝釧路市内(泊)④釧路市内＝釧路湿
原(散策)＝鶴居村(タンチョウ見学)＝釧路空港→羽田空港→伊丹空港
(20:55 予定)
旅行業界に携わること３０余年。とくに北海道は大好きで、新人の頃か
ら毎年毎年ツアーをつくっては添乗へ行かせてもらっていました。多い
ときは年には春夏秋冬通して７回訪れた事も。さらに休みが取れればプ
ライベートの旅でも北海道へ。さらにさらに新婚旅行でも北海道へ。
好きです、北海道。そんな私がこの夏、北海道在住の鳥羽ガイドと出会
い、意気投合してつくった旅が「道東満喫」です。 添乗員三木浩嗣

この山旅のお勧めポイント…
・能取湖(のとろこ)が赤く染まるサンゴ草を見学
・初日は美しい夕日を眺めるサロマ湖畔に泊る
・やさしい山歩きで登る事の出来る１０００ｍ峰
藻琴山から屈斜路湖の展望を楽しむ
・２日目のお宿はシマフクロウが訪れる養老牛温泉
旅慣れた人をも唸らすお食事と露天風呂が人気の宿
・３日目の釧路湿原はカヌーを利用し、一般観光の方々
とは違う目線で大自然の景色を楽しむ
ガイドが親切丁寧にサポートしますので初めてカヌー
に乗る方も安心して楽しんで頂けます
・旅の最後の夜は少しパターンを変えて、北海道のガイド
が地元の人々が集う炉端焼きへご案内
・最終日には鶴居村のタンチョウをご覧頂きます

シマ フクロ ウ
湯 宿だ いい ちにて
三木 浩嗣撮 影
藻琴山から望む屈斜路湖

湖面を赤く染める能取湖サンゴ草

本ツアーの新型コロナ感染症対策
・募集定員を８名限定の小グループに
・通常２０名定員のマイクロバスを８名で利用
隣席は利用しません。
・宿泊は１、２泊目が２名１室利用、３泊目は１名１室利用
可能な限り密を避けたプランです。

鳥羽ガイド撮影

鳥羽ガイド撮影

お宿にもとことんこだわりました
サロマ湖鶴雅リゾート
日本一美しいといわれるサロマ湖の夕陽を館内のお
部屋や露天風呂など、好きな場所で楽しめます。
養老牛温泉湯宿だいいち
シマフクロウの訪れるお宿で人気ですが、食事やお
もてなしなど満足度の高いお宿です。
ラビスタ釧路川
夕食は外食ですが、手は抜きません。
釧路の街並みを一望できる展望大浴場と「味めぐり
小鉢横丁」と呼ばれる朝食が大人気。

鳥羽ガイドと添乗員三木浩嗣

釧路川と釧路湿原はこれが絶対お勧め
カヌー目線でのんびりゆったり楽しもう
トウロ湖でレッスンの後、いよいよ川下りの始まり。
細く曲がりくねった支流を経て、雄大な釧路川へ。そ
こは水の音と鳥達の声が聴こえるだけの深い自然の
懐。そんな中をのんびりと、自然を楽しみながら川を
下ります。

温泉から見るサロマ湖に沈む夕陽(サロマ湖鶴雅リゾート提供)

島根在住ガイドが案内するこだわりプラン 五つの三瓶巡りと世界遺産 ⽯⾒銀⼭
島根県

三宮･大阪発

お鉢を巡る三瓶山と
世界遺産 石見銀山散策
登山
レベル３+

技術 ★★☆☆☆
体力 ★★★☆☆ 定数 26

出 発 日
旅行代金
募集定員

9 月 28 日(月)
10 月 21 日(水) 2 泊 3 日
120,000 円
8 名 最少催行 5 名

食事

朝2 昼0 夕2

宿泊

①四季の宿 さひめ野
②温泉津温泉 のがわや

ｺｰｽﾃﾞｰﾀ
累積高低差

②6 時間 ③3 時間程度の散策など
最大②上り 1220m ②下り 1079m

［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＝東の原…女三瓶
(957m)…大平山(854m)…孫三瓶(903m)…子三瓶(961m)…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)

この⼭旅を案内するガイド紹介
地元の山を案内出来るのは、私にと
ってとても嬉しい事です。ご参加の
方々に楽しかったと喜んで頂ける
様に、いろいろな工夫を凝らしてプ
ランをプロデュースしております。
ひとりでも多くの皆様に島根の良
さをご理解頂けると幸いです。
ガイド 津森豊

この山旅のお勧めポイント…

企画担当責任者から皆様へ

・三瓶山の５つのピークをすべて周回して縦走

男三瓶を往復するのが一般的な島根県最高峰の三瓶
山登山ですが、実はこの山、周遊する事でその魅力は
大きく高まります。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、歩きごたえのある縦走登山
を楽しみましょう。
ツアー2 日目、朝から歩くので時間にもゆとりがあっ
て安心。さらに石見銀山の散策には専門のガイドが同
行。実際に銀を掘った銀鉱(間歩)の見学をお楽しみ下
さい。あと、お酒がお好きな方には無形文化遺産登録
の製法「よずくはで」で仕込んだ日本酒が絶品です。
ぜひお試し下さい。地元島根在住の津森ガイドだから
こそ出来るこだわりの企画です。

・お宿にもこだわりました
美しい山々に囲まれた高台にある三瓶温泉「四季の宿
さひめ野」に泊ります
温泉津温泉「のがわや」は石見銀山とともに世界遺産
にも登録され、重要伝統的建造物保存地区に指定され
る海辺の温泉街に建つ旅館
・１，３００年前に開湯された温泉津(ゆのつ)温泉
情緒漂う街並みと新鮮な海鮮料理も楽しみ
・石見銀山もこだわりました
たっぷり時間をつかい、地元の語り部ガイドと歴史散
策をご堪能頂きます

本ツアーの新型コロナ感染症対策
・バスは２席１名利用で間隔を確保
・お宿は２泊とも２名１室を利用
・募集定員８名様の少人数募集

企画担当責任者

岡本哲也

百名⼭踏破にこだわらないなら絶対お勧め 最短ルートで歩く奥秩⽗の名峰 ⾦峰⼭
山梨県

ＪＲ利用

日本一高い峠大弛峠から
サクッと登頂 金峰山
登山
レベル 2

技術 ★★☆☆☆
体力 ★★☆☆☆ 定数 11

出 発 日
旅行代金
募集定員

9 月 21 日(月・祝) 2 泊 3 日
129,000 円
8 名 最少催行 4 名

食事

朝2 昼1 夕2

宿泊

①石和温泉ホテルふじ
②金峰山小屋

ｺｰｽﾃﾞｰﾀ
累積高低差

②3 時間 ③2.5 時間
最大②上り 375m ③下り 375m

［行程］豊田嘉英ガイド案内 三木浩嗣添乗員同行
①新大阪駅(8:50 予定)－<新幹線>－新横浜駅－八王子駅－<特急>－石和温
泉駅＝石和温泉(泊)②石和温泉＝<ジャンボタクシー>＝大弛峠…朝日岳…
金峰山(2595ｍ)…金峰山小屋(泊)③金峰山小屋…大弛峠＝<ジャンボタク
シー>＝石和温泉(入湯・昼食)－石和温泉駅－<特急>－八王子駅－新横浜駅
－<新幹線>－新大阪駅(19:00 予定)

金峰山小屋から眺める八ヶ岳と瑞牆山

金峰山信仰のシンボル五丈岩

この⼭旅を案内するガイド紹介

豊田嘉英ガイド

金峰山から眺める富士山

企画担当責任者から皆様へ

安心してご参加頂けるように
ゆとり重視の行程で企画しました
金峰山（きんぷさん）は役小角によって奈良県吉野
の金峰山から蔵王権現を勧請されたといわれる歴史
深い信仰の山。車で越えられる日本一高い峠、２，
３６０ｍの大弛峠（おおだるみとうげ）から最短ル
ートで山頂を往復、さらに金峰山小屋を利用する山
中１泊のゆとりある行程です。
実は以前、今回案内するガイドの豊田さんが八ヶ岳
根石岳のコースにご一緒した際、なんとコースタイ
ムで２時間半の行程を５時間かけてゆっくりご案内
されていました。ゆっくり過ぎないか正直心配でし
たが、結果参加者の皆様は全員からとても高評価を
頂きました。山の楽しみは登頂だけではありません。
それを実感出来る山旅です。豊田ガイドの絶妙なペ
ースにきっと皆様も喜んで頂けると思います。

企画担当責任者
三木浩嗣

この山旅のお勧めポイント…
・通常、ほとんどの場合は金峰山と瑞牆山は行程をセットで
組まれている事が多いのですが、そうなると長い縦走にな
る事は避けられません。百名山踏破にこだわらない方な
ら、のんびりと甲州の名峰を堪能したいという方もおられ
るのでは。そこで今回、大弛峠から金峰山のみを往復する
最短ルートでのゆとりある行程で企画をしました。
・大弛峠からなら１日で往復できる行程を、金峰山小屋へ宿
泊してゆとりたっぷりの行程にしました。
・連休なのでバス移動の場合は渋滞が予想されますが、今回
は往復ＪＲ利用で渋滞知らず。早めにチェックインして翌
日からの登山に備えましょう。
・大弛峠は観光バスが入れない為、現地のジャンボタクシー
を利用。静かなルートで山歩きを楽しみます。
・登山に不要な荷物は１泊目のお宿に預けることができま
す。下山後はそのお宿で入湯し、昼食もいただきます。

本ツアーの新型コロナ感染症対策
・現地では９名乗りのジャンボタクシーを５名ずつ利用
・１泊目のホテルは２名１室利用、２泊目の山小屋は通常の
１/３の定員に落として完全予約制。さらに１名ずつカー
テンで仕切りを施しています。
※山小屋はインナーシーツ等の持参が必要です。
希望の方は金峰山小屋でトラベルシーツ２，０００円
を購入することができます。

展望絶佳の五の池⼩屋に２連泊 ⼭で過ごす時間を⼤切にしたこだわりの企画
岐阜県

三宮･大阪･大津発

雲上の楽園 五の池小屋連泊

紅葉の御嶽山池めぐり
登山
レベル３+

技術 ★★☆☆☆
体力 ★★★☆☆ 定数 19

出 発 日
旅行代金
募集定員

9 月 29 日(火)3 泊 4 日
150,000 円
10 名 最少催行 5 名

食事

朝3 昼0 夕3

宿泊

①湯元館②③五の池小屋

ｺｰｽﾃﾞｰﾀ
累積高低差

②4 時間 ③未定 ④3 時間
最大②上り 1043m③下り 1043m

［行程］松尾雅子ガイド案内
①三宮(7:30)＝大阪(8:20)＝大津(9:30)＝濁河温泉(泊)
②濁河温泉…湯の花峠…のぞき岩…五の池小屋(泊)
③五の池小屋…継子岳…四の池…三の池…五の池小屋(泊)
④五の池小屋…濁河温泉(入湯)＝各地(20:00 予定)
※シェラフ要（当社レンタル可・無料）

五の池小屋から白山方面の夕景

五の池小屋からの三の池と中央アルプス

この⼭旅を案内するガイド紹介

松尾雅子ガイド
企画をプロデュースしたガイド武村美一さんの
所属する中央アルプス山岳救助隊の後輩にあた
る松尾ガイドが本企画を案内します。

この山旅のお勧めポイント…

企画担当責任者から皆様へ

・御嶽山のピークハントを目的にして、せっかくの山時間を
忙しないものにするくらいなら、いっその事ピークハント
はやめて、いい場所だけをじっくりと巡る山旅にしようと
考案しました。「いい場所でゆっくり」が目的のプラン

御嶽山の魅力を理解できる山旅
ロングセラーには訳がある

・快適な五の池小屋に連泊
展望が素晴らしいのは当然の事、雲上の薪ストーブカフェ
等、登山者のアフター登山をしっかりと楽しませてくれる
魅力ある山小屋で贅沢にも２連泊します
・一番楽しみたい３日目。不要な荷物を小屋にデポして
丸１日ゆったりと雲上の楽園を巡ります。慌ただしい行程
では絶対に味わえない最良の１日を楽しみましょう
・比較的登りやすく時間も短い濁河温泉ルートを上下山に
利用しますので安心
・人気の濁河温泉に泊るのも魅力。もちろん下山後の温泉も
濁河温泉でゆったりと

本ツアーの新型コロナ感染症対策
・募集定員を１０名様限定の少人数募集にしました
・バスは２席をお１人で利用し、間隔を確保します
・濁河温泉のお部屋は２名１室利用
・五の池小屋は通常定員１００名のところ今年は完全予約
制にして３０名定員
※五の池小屋は感染予防の為、今シーズンはシュラフが必
要となりました。（当社レンタル可・無料）

関西からなら夜行日帰りや１泊で訪れ、最高峰の剣
ヶ峰をただ往復するだけという寂しい行程が主流の
御嶽山。しかし広大な御嶽山の山上には数多くの小
ピークと火口湖が存在し、その雄大で神秘的な景色
こそ、御嶽山の本当の魅力なのです。そしてロケー
ション抜群で設備も快適な五の池小屋は、夕焼けか
らはじまり夜は満点の星空、そして早朝の神々しい
御来光など魅力は尽きません。
企画担当責任者

岡本哲也

地元ガイドがツアーの⼊る直前に調査を実施 今ここが⼀番という場所へ案内します
秋田県

航空機利用

奇跡の森を訪ねて
白神山地探訪
登山
レベル３
出 発 日
旅行代金
募集定員
食事
宿泊

ｺｰｽﾃﾞｰﾀ

［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・藤里町(泊)
②二ツ井・藤里町＝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)

技術 ★★☆☆☆
体力 ★★☆☆☆
10 月 17 日(土)
10 月 26 日(月) 3 泊 4 日
169,000 円
8 名 最少催行 5 名
朝3 昼0 夕3
①ゆとりあ藤里
②清流荘（自炊）
③八森温泉ハタハタ館
①④散策
②③3～4 時間の山歩き

この山旅のお勧めポイント…

案内するガイド紹介 地元の⽅々の おもてなし総⼒戦

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。

本ツアーの新型コロナ感染症対策
・貸切のジャンボタクシー利用で
８名の少人数募集
・１泊目と３泊目は２名様１室利用
２泊目は貸切の宿を利用
可能なかぎり密を避けたプランです

何度訪れても毎回新鮮な山旅
連続してご参加される方も多数おられる
満足度のとても高い企画です。
山旅人の添乗員 岡本哲也です。
１０年以上、このコースを担当してきました
が、今でも現場に行くと「え！こんな素敵な
ところがあるの？」と新鮮な思いをさせて頂
いております。また同じ場所であっても、訪
れる時期や年によって大きく変わり、とにか
く飽きる事がありません。
秋に来て、春にも、又は
その逆という方も珍しく
ありません。お客様によ
っては、春秋合わせてな
んと８回もご参加された
方もおられるほど。ご参
加の皆様に満足頂ける自
信があります。

ガイ ドは斉藤栄作美さん

旅のプロデュースは 佐々木伊作さん

奇跡の森で癒しの空間をつくり上げるのは斉藤栄作美ガイド。
テレビやラジオにも頻繁に登場する白神の超人気ガイドさんです。
白神の森を心から愛する斉藤さんが、私達にこの森の素晴らしさをわかりや
すく表現してくれます。そして地元で有名なマタギの頭領のご子息、佐々木
伊作さん。毎回ツアー全体のプロデュースをして下さり、快適・スマートに
皆様を喜ばせて下さいます。お二人とも生れも育ちも白神山地の秋田県側玄
関口となる藤里町ご出身。お二人の地元仲間にもたくさんのご協力を頂き、
他には無い楽しい山旅となります。１０年以上、毎年秋と春に出発させて頂
く超人気のロングセラーコースです。

四国⼭地のど真ん中 雄⼤な⼭々を⾒渡すパノラマ縦⾛路 三嶺から剣⼭・⼀ノ森
徳島県

大阪･三宮発

紅葉の剣山主稜線縦走

三嶺から剣山・一ノ森縦走
登山
レベル３+

技術 ★★★☆☆
体力 ★★★☆☆ 定数 20

出 発 日
旅行代金
募集定員

10 月 5 日(月)3 泊 4 日
148,000 円
8 名 最少催行 5 名

食事

朝3 昼0 夕3

宿泊

①ラフォーレつるぎ
②白髪無人小屋またはテント泊
③剣山頂上ヒュッテ

ｺｰｽﾃﾞｰﾀ

①2.5 時間 ②5 時間 ③5.5 時間
④3 時間
最大②上り 1200m ④下り 730m

累積高低差

［行程］津森豊ガイド案内
①大阪(8:00)＝三宮(8:50)＝つるぎ町…登山口…丸笹山(1,711m)…つるぎ
町(泊)②つるぎ町＝名頃登山口…三嶺(1,893m)…韮生越…白髪(泊)③白髪
…高ノ瀬…丸石山(1,638m)…次郎笈(1,930m)…剣山(1,954m)…剣山(泊)④
剣山…一ノ森…見ノ越＝(入湯)＝各地(17:00 予定)
※自炊企画 寝袋要(レンタル可/無料)・装備分担 500g

この⼭旅を案内するガイド紹介
言わすと知れた西日本第２の高峰 四国剣山。果てし
なく続く緑の開放的な主稜線に魅了された方も少な
くないでしょう。中でも三嶺から剣山までの縦走路
は登山者の心を引きつける魅力あるコースです。
アップダウンが繰り返される長丁場ですが、今回は
山麓に前泊し、さらに中間の山小屋（又はテント）と
剣山頂上ヒュッテも利用し、比較的ゆとりのある行
程でお楽しみ頂ける企画にしました。
ガイド 津森豊

この山旅のお勧めポイント…

企画担当責任者から皆様へ

・通常の行程より１泊増やし、前泊を入れてゆとりある
縦走にしました

まさに展望絶佳 延々と続く緑の稜線
見渡す限り広がる峰々と秋の青空

・この時期は標高の高いエリアの紅葉がお楽しみ頂けます
・主峰の剣山を中心に三嶺から次郎笈、そして一ノ森へと続く
雄大な山々を貫く縦走路を３日間かけてすべて歩きます
・初日は翌日から縦走する剣山主稜線を眺める展望の山
笹丸山で足慣らしをします
・人混みを避けた平日の日程で静かな山を楽しみます
・テントや食材・調理器具はスタッフが運びます。
※参加者は寝袋と約５００ｇの共同装備をお持ち頂きます

本ツアーの新型コロナ感染症対策
・貸切バスでの移動 お席は２席を１名で利用、間隔を確保
・１泊目の宿泊は２名様１室で利用
・白髪の無人小屋が混雑している場合、テントを利用
・剣山頂上ヒュッテは２名様１室を利用

三嶺山から剣山を結ぶ稜線は緑の笹原が延々と
続く、女性的なやさしい縦走路。阪神間からでは
２泊で抜けるのが主流ですが、それでは少し慌
ただしい行程となります。良い場所は時間をか
けてゆっくり楽しんで頂きたいと考え、山麓に
前泊するゆとりある行程にしました。
企画担当責任者 浮田健一

下北半島の秘境・絶景の地を歩く旅
青森県

航空機利用

東北のガイドと歩く下北半島
釜臥山・縫道石山･吹越烏帽子岳
恐山・仏ヶ浦… そしてリゾートしらかみ

登山
レベル３

技術 ★★☆☆☆
体力 ★★☆☆☆ 定数 11

出 発 日
旅行代金
募集定員

10 月 4 日(日)3 泊 4 日
228,000 円
8 名 最少催行 5 名

食事

朝3 昼3 夕3

宿泊

①ホテルニュー下風呂
②むつグランドホテル
③つがる富士見荘

ｺｰｽﾃﾞｰﾀ
累積高低差

⓵1 時間 ②３時間 ③２時間
最大③上り 379m ③下り 379m

そして ⼈気の五能線「リゾートしらかみ」にも乗⾞

［行程］近藤明ガイド案内・三木浩嗣添乗員同行
①伊丹空港(8:55 予定)→青森空港＝釜臥山＝恐山＝下風呂温泉(泊)②下風
呂温泉＝登山口…縫道石山(626m)…登山口＝仏ヶ浦(散策)＝むつ(泊)③む
つ＝登山口…吹越烏帽子岳(507m)…登山口＝津軽富士見湖(泊)④津軽富士
見湖＝五所川原駅<五能線リゾートしらがみ乗車>あきた白神駅＝秋田空港
→伊丹空港(19:35 予定)

この⼭旅を案内する近藤明ガイドより皆様へ「知られざる秘境の圧巻の風景へとご案内します」
斧の形をした下北半島。なかなか行けないところですよね。
今回は斧の歯の部分の岩峰で北海道まで見渡せる縫道石
山、陸奥湾を見下ろす釜臥山、柄の部分の太平洋と陸奥湾
を望む吹越烏帽子山に登ります。どれも眺望抜群です。
恐山は外輪山に囲まれた宇曽利湖のほとりにあり、素晴ら
しいロケーションです。海の幸豊富な場所なので食事も楽
しみですね。電車に乗ったりして秋の下北半島と五能線の
旅楽しみましょう。きっと心に残る旅となるでしょう。
ガイド 近藤明

この山旅のお勧めポイント…

企画担当責任者 兼 同行添乗員から皆様へ

・下北半島の三座へ。どの山も短時間で登頂でき、なおかつ
眺望が素晴らしい山です。
・３泊とも源泉かけ流しの温泉が楽しめるお宿に宿泊。
・１泊目は下北半島の北部の海沿いにある下風呂温泉。海岸
線では珍しい乳白色の硫黄泉が自慢です。
・２泊目は雰囲気をかえてむつ市内のホテルへ。こちらの温
泉も「美人の湯」と呼ばれる女性に人気なアルカリ性単純
泉です。
・３泊目は下北半島から離れて、津軽富士見湖のお宿へ。湖
にかかる日本最大の木橋「鶴の舞橋」と岩木山との競演は
ぜひ見ていただきたい風景のひとつです。
・最終日は日本海の絶景 人気の五能線
リゾートしらかみに乗車して２時間２０分の列車の旅を
お楽しみください。

３泊とも「源泉かけ流し温泉」にこだわり
地元でしか味わえない海の幸もご満喫
さらに風光明媚な車窓が自慢の五能線へも
東北在住の近藤明ガイドが皆様に自慢したい下北半
島の絶景を巡り歩きます。本企画を以前実施した時
も大好評。その旅をさらにパワーアップさせました。
代表的な景勝地だけで無く秘境、穴場スポットにも
ご期待下さい。そして温泉ソムリエの私が厳選した
こだわりのお宿に３泊。当然お食事にもご期待下さ
い。お飲みになる方は利酒師の私が日本酒を厳選し
ます。あ、お飲み物はお客様負担ですが(笑)。そし
て最終日は小学生から鉄道一筋の私がお勧めする五
能線のリゾートしらかみに乗車。ワクワクとめっち
ゃ楽しい４日間をお約束します。
三木浩嗣
本企画には温泉ソムリエ有資格者で、利酒師有資格者で
山 旅 人 の 専 務取締 役 で 、 鉄道 好 き の 旅 のプロ フ ェ ッ ショ
ナル三木浩嗣が添乗員として同行させて頂きます。

本ツアーの新型コロナ感染症対策
・最大８名の少人数募集
・２０名定員の貸切マイクロバスを８名で利用
鶴の舞橋と岩木山の風景をご覧いただきたかったので
津軽富士見湖温泉を手配しました。全室から鶴の舞橋が見られて、 ・宿泊は３泊とも２名１室利用
夕陽と朝日の両方をお楽しみ頂けます。
可能な限り密を避けたプランです

屋久杉に愛とパワーをもらいに⾏こう︕ Ｗガイドで案内する宮之浦から縄⽂杉縦⾛
鹿児島県

航空機利用

世界遺産 屋久島
宮之浦岳から縄文杉縦走
登山
レベル３+

技術 ★★☆☆☆
体力 ★★★☆☆ 定数 20

出 発 日
旅行代金
募集定員

10 月 11 日(日)
10 月 15 日(木) 3 泊 4 日
187,000 円
7 名 最少催行 5 名

食事

朝3 昼2 夕3

宿泊

①③紫水館 ②新高塚小屋

ｺｰｽﾃﾞｰﾀ
累積高低差

②9 時間 ③8 時間

［行程］渡邊太郎ガイド 津森豊ガイド案内
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)
※自炊企画 寝袋要(レンタル可/無料)・装備分担約 500g

最大②上り 750m ③下り 1160m

この⼭旅を案内するガイド紹介
屋久島にはもう何年通い続けた事か覚えていません
が、こちらのツアーは毎年必ずお集まり頂く本当にあ
りがたいロングセラーコースです。参加されるお客様
のほとんどは、以前山旅人の屋久島にご参加頂いた方
から勧められてという方。この事は、本企画の完成度
の高さの表れだと感じています。皆様のご期待以上に
「参加して良かった」言って頂けるように全力投球し
ます。
添乗員 兼 ガイド 津森豊

この山旅のお勧めポイント…
・ このコースは縦走に価値がある
縄文杉、宮之浦岳ともに日帰り山行がポ
ピュラーですが、縦走すると１日の行程
が短くなるというメリットだけで無く、
登山者の往来が比較的少ない宮之浦岳と
縄文杉の間の深い森を楽しんだり、人の
少ない早朝の縄文杉を訪れたり、さらに
皆さん泣きのはいる単調なトロッコ道
も、緩やかな下りだけの片道歩きなので
苦痛を感じません。
下山時間も早く、心にゆとりをもって登
山を楽しめます。
・限定７名様のとても贅沢な山旅
２名以上のガイド、人数によってはさら
に１名のボッカも同行します。
・山旅人のベテラン専任ガイドが添乗業務
とガイドを兼務、さらに地元のガイドも
同行でさらに安心快適。
・お宿は老舗の民宿旅館 紫水館。
過去にご参加のお客様の中で「紫水館に
泊りたいから、また屋久島に来ました」
という方が続出するほど。古い建物です
がとても清潔で、地産地消のお料理とお
もてなしが素晴らしい旅館です。

この山旅では屋久島在住のガイドも同行し、皆様を
楽しく安全にサポートします。
地元屋久島在住で登山用品店も営む渡邉太郎さん、も
しくは渡邉さんのお仲間がガイドとして同行します。
どちらの皆さんも優しくて知識も豊富。毎回ご参加の
皆様に大好評を頂いております。長丁場の縦走コース
ではありますが、とても穏やかな雰囲気で楽しく安全
に登山をサポートされますのでご期待下さい。
ガイド 渡邉太郎

企画担当責任者から皆様へ

一生のうちに何度も訪れる
場所ではありません
限定７名様の贅沢な山旅で、
しっかり楽しみませんか？
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。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。朝日
に輝く縄文杉をご覧頂けるのは
山で泊る方の特権です。

本ツアーの新型コロナ感染症対策
・島の移動は貸切ジャンボタクシー利用
・宿は最大でも３名様１室利用
・山中泊のテントは２名１張を用意
朝焼けの縄文杉

渡邉太郎ガイド撮影

企画担当責任者

堀祐希

果てしなく広がる峰々と秋の澄んだ⻘空 風光明媚な秋の四国剣⼭を歩こう
徳島県

大阪･三宮発

緑の草原稜線と赤と黄色の大紅葉

絶景 四国剣山と次郎笈
登山
レベル２

技術 ★★☆☆☆
体力 ★★☆☆☆ 定数 12

出 発 日
旅行代金
募集定員

10 月 19 日(月) 1 泊 2 日
74,000 円
10 名 最少催行 5 名

食事

朝1 昼0 夕1

宿泊

①剣山頂上ヒュッテ

ｺｰｽﾃﾞｰﾀ
累積高低差

①2 時間 ②3.5 時間
最大①上り 564m ②下り 812m

［行程］武村美一ガイド案内 津森豊添乗員同行
①大阪(8:00)＝三宮(8:50)＝見ノ越…西島…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)

この⼭旅を案内するガイド紹介
この企画を案内する担当ガイドの武村美一さん。実
はこの方、信州アルプスのガイドです。以前、人が足
りない時にサポートスタッフとしてお願いしたのが
きっかけで四国剣山の美しさに魅了され、それ以来
担当ガイドとして定着、毎回皆様を楽しくご案内さ
れます。いつも夜の山小屋で行うプチ登山教室は皆
様から大好評です。
ガイ ド 武 村美 一

この山旅のお勧めポイント…

企画担当責任者から皆様へ

・日帰り登山客が多い剣山。多くの人が移動の関係でお昼頃
から登り、夕方の早い時間に下山されます
阪神間から車で片道約５時間。登山は２時間弱で往復し、
足早に帰られる方がほとんどです
車が往復１０時間、登山が２時間という旅は少し寂しいで
すよね。そこで本企画では日帰り登山者が下山する頃から
山に入り小屋に泊ります。夕陽や星空、ご来光を満喫、さ
らに美峰 次郎笈にも立ち寄り、リフトは使わず神秘的な
巨木の森を歩いてお昼前に下山。日帰りの登山者がどんど
ん入山する姿を横目に帰路へ。ゆっくり温泉につかって食
事をとって帰ります

山旅人に初めて参加されるという方に
お勧めしたい安心・快適な山旅です

・人の往来が多い週末を避けて設定。静かな山を楽しみます
・比較的天気の落ち着いた秋
夕陽や満点の星空、そして神々しい御来光が楽しめる可能
性が高いです
・山小屋が初めてという方にも快適な剣山山頂ヒュッテ
水も豊富で料理も美味しく、洗面設備もあります
さらに今回は２名１室の個室を確保しました

本ツアーの新型コロナ感染症対策
・募集定員を１０名様限定の少人数募集にしました。
・バスは２席をお１人で利用し、間隔を確保します。
・山小屋も２名１室の個室を利用します。

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。四季を通して人気の山です。
日帰り往復登山を計画する方が多い山ですが、快適
な山小屋に１泊２日するゆったり行程はとても価値
があります。本企画は初めて山旅人に参加する方や、
山小屋に泊った経験の無いという方にお勧めしたい
企画です。秋はブナやミズナラの森が色づき、木々
の紅葉と笹原のコントラストは息をのむ美しさで
す。皆様とご一緒できる事を楽しみにしております。
企画担当責任者

浮田健一

少⼈数の貸切船でイカ釣り＆五目釣り初体験 道具はすべてご⽤意します
福井県

三宮･大阪･大津発

大海原 若狭の海で
イカ釣り・五目釣り初体験
出 発 日
旅行代金
募集定員

9 月 22 日(火・祝)1 泊 2 日
98,000 円
6 名 最少催行 4 名

食事

朝1 昼2 夕1

宿泊

民宿旅館 伝平荘

［行程］馬場康法ガイド案内 ドライバー岡本哲也
①三宮(7:40)＝大阪(8:30)＝大津(9:40)＝(昼食)＝気比の松原(散策)＝伝
平荘～(八幡丸で五目釣りとイカ釣り)～伝平荘(泊)
②伝平荘＝金ケ崎(散策)＝(昼食)＝各地(18:00 予定)

さぽ旅くらぶ
金ケ崎城址から望む敦賀湾

この旅を案内する⾺場康法ガイド
ご参加の皆様がいくつになっ
てもワクワクするアクティブ
な旅を提供したいと考えてい
たところ、お客様からの希望
もあり「いか釣り」を視察。
結果、釣りの未経験者でもと
ても楽しめると感じて本企画
馬場康法ガイド

を⽴案しました。

お世話になる伝平荘

この山旅のお勧めポイント…
・１４名定員の船を山旅人６名様で貸切運行します
・釣竿やエサは全て現地で用意します
・釣りが初めての人も、船長がサポート
・ご希望であれば自分で釣ったお魚を持ち帰りする事も出
来ます。(さばき代は別途必要)
・釣りたてのイカを船上でさばいて食べる最上の贅沢
・初日の昼食は福井県のご当地グルメ｢海鮮丼｣
・２日目の昼食は釣った魚をお召し上がりください
・景勝地 日本三大松原｢気比の松原｣を散策
・大陸文化の入口として発展した港町や金ケ崎城址を散策
・整体院を営む馬場ガイドが健康ストレッチをレクチャー

本ツアーの新型コロナ感染症対策
・通常８名定員となるジャンボタクシーを６名定員で利用
今回いか釣りでお世話になる⼭本船⻑
・宿泊の民宿旅館は１名様１室利用で手配
・釣り船は通常１４名定員のところ、山旅人のお客様６名様
今回お世話になる⼋幡丸⼭本
とスタッフだけの貸切で利用
船⻑は安⼼安全をモットーに
乗客に楽しんで頂けるよう皆
様をしっかりサポート。
釣りが初めての⽅でも安⼼し
てご参加頂けるように親切丁
八幡 丸と山 本 船長

寧にアドバイスします。

透き通った新鮮なイカを頂けるのは釣り人ならではの幸せ

企画担当責任者から皆様へ

釣船を貸切り、道具もすべて準備しました。
釣りが初めての方にもぜひ参加して頂きたい企画
です。
お客様の「イカを釣って、その場で食べてみたい！」と
のお声から実現した企画です。馬場ガイドがいろいろ
と調査した上で、山本船長とご縁があって視察を実行。
とてもお人柄の良い船長さんで「釣りも食事も楽しん
でもらえるようにがんばります。」と快く引き受けて下
さいました。予定では午後３時から乗船し、明るいう
ちは五目釣りをします。したがって何が釣れるかはお
楽しみ。暗くなるとライトをつけていよいよイカ釣り
開始。この時期は真イカ(剣先イカ)が釣れるそうです。
釣ったら船上で味わいましょう。着岸時間は未定。
今回は完全貸切船なので滞在時間は皆様と相談しなが
ら決定します。そして釣れたお魚やイカは宿泊する伝
平荘で調理していただき、翌日の昼食でいただきます。
なお天候によって船が出ない場合は、陸からの釣りや
散策に変更。そこは自社のタクシーを利用しますので
臨機応変に対応させて頂きます。
企画担当責任者

三木浩嗣

南北に⻑く、標⾼差のある⼟地 信州ならではの旅 秋の野⼭を楽しむ 信州もみじ探訪
長野県

三宮･大阪･大津発

現地の色づき状況で行先決定

［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)＝紅葉探訪＝信州(泊)
②信州＝紅葉探訪＝信州(泊)③信州＝紅葉探訪＝各地(19:00 予定)

信州紅葉(もみじ)探訪
出 発 日
旅行代金
募集定員

10 月 26 日(月)2 泊 3 日
129,000 円
8 名 最少催行 5 名

食事

朝2 昼2 夕2

宿泊

出発の１０日前頃に決定

さぽ旅くらぶ

この旅を案内する武村美⼀ガイド

この山旅のお勧めポイント…

・行先は武村ガイドが事前調査をして決定
長野県伊那市出身・在住のガイ
今ここが一番という紅葉スポットを訪ねます
ド。長年信州エリアの登山ガイ
・手ぶらで気楽に楽しめる場所を選定しますので
ドや山岳救助隊などの山の仕事
体力に自信が無くても安心してご参加頂けます
に従事。当然、いろいろな山々の
・人の少ない穴場をメインにご案内します
紅葉スポットをご存知なのです
人の多く集まる様な有名な景勝地でも、マイナーな静か
が、今回はちょっと歩くだけで、
なルートや時間帯を選定する等の工夫をします
感動の大紅葉を見られる穴場な
・参加者の皆様の雰囲気に合わせて、当日でも臨機応変
どにフォーカスして行先を選定
に旅をアレンジしてお楽しみ頂きます
します。お楽しみに♪
本ツアーの新型コロナ感染症対策
・定員８名の貸切ジャンボタクシーを利用
武村美一ガイ ド
・お部屋も２～３名様１室利用で手配
・人の多い有名景勝地は避けて旅を楽しみます
貸切タクシーのドライバー 堀祐希
自社タクシーを導入してから、
早いものでもう 6 年目。中でも
行先をアバウトな計画にして
「今ここが一番」へと案内する
旅は根強い人気。四季折々に計
画する「信州探訪の旅」は、そ
の典型的プラン。
今回は紅葉のスポットを一緒
に楽しみましょう。
堀 祐希 ドラ イバー

四季折々 個性豊かな信濃路の風景を楽しむ
冬は青氷となった結氷滝を巡り、春には残雪のアルプ
スと可憐に咲き誇る花々を楽しむ。そして夏は涼し気
な渓流や、爽やかな高原を満喫。四季折々、信州に精
通したガイドが下調べをした上で「今ここが一番」と
いう場所を選定し、皆様をご案内する人気企画です。
通常のツアーなら行先が確定しているので色づきが早
かろうが遅かろうがとにかく訪ねるしかありません。
でも本企画は行先にこだわらない自由気ままな旅。
南北に長く、高低差のある長野県ならではの楽しみ方
で「山の紅葉」と「アルプスの展望」をご満喫下さい。
ガイドの武村さんが持つ魅力いっぱいの旅のネタをた
っぷり披露しますのでご期待下さい。
企画担当責任者 堀祐希

この募集案内にある風景写真はすべて武村ガイドが撮影したものです

