
2022年3月以降　設定候補ツアーのご案内

登山アカデミーの企画は興味のあるテーマの日だけの受講はもちろん、受講目的以外の方もお気軽に参加頂けます。

予定時期 日数 レベル ガイド・スタッフ タイトル ✔

4月23日(日) 1泊2日
登山３
さぽ旅

スタッフ
ガイド多数

４月２３日は山旅人の誕生日♪ おかげさまで２１周年 山旅人誕生祭

3月1日(水) 1泊2日 さぽ旅 馬場 土佐の国で早い春を満喫♪　桑田山の雪割草と桑田山温泉

3月3日(金) 日帰り さぽ旅 堀 日本最大級の石垣 高取城址と城下町の町家雛めぐり

3月3日(金) 2泊3日 登山３+ 松尾 数あるルートの中から厳選されたベストコースで歩く右田ヶ岳縦走

3月5日(日) 2泊3日 ゆらり２ 渡邉太郎 神々の宿る屋久島の森へ 屋久杉の巨木を訪ねる旅　屋久島ハイキング

3月7日(火) 6泊7日 登山３ 三木 世界自然遺産 小笠原満喫　父島・母島・南島トレッキング

3月8日(水) 日帰り 登山３
アカデミー

高野 スマートで安全な岩場通過のテクニック講習会　ステップ１

3月9日(木) 日帰り 登山３
アカデミー

高野 スマートで安全な岩場通過のテクニック講習会　ステップ１

3月12日(日) 日帰り 登山１
アカデミー

松尾 基本講座 いっぺん歩いてみよう会３月　まずは登ってみよう♪ 甲山登山と講習会

3月13日(月) 日帰り 登山１
アカデミー

松尾 基本講座 いっぺん歩いてみよう会３月　まずは登ってみよう♪ 甲山登山と講習会

3月17日(金) 日帰り 登山３
アカデミー

津森 夏山登山に向けてしっかりトレーニング　３月講座 登山の身体づくり

3月19日(日) 日帰り 登山３
アカデミー

津森 夏山登山に向けてしっかりトレーニング　３月講座 登山の身体づくり

3月22日(水) 2泊3日 登山３
アカデミー

高千穂 雪山講習会　山麓からアプローチ　残雪の美ヶ原登山

4月3日(月) 1泊2日 さぽ旅 馬場 どこを飛ぶかは風まかせ♪ 熱気球さくらフリーフライト搭乗体験

4月4日(火) 3泊4日 登山４
アカデミー

高千穂 雪山講習会　山小屋をベースにして挑戦　残雪の八ヶ岳・天狗岳

4月12日(水) 2泊3日 ゆらり２ 現地 春の佐渡 山野草めぐり 小佐渡で花散歩♪

4月16日(日) 日帰り 登山２
アカデミー

松尾 基本講座 いっぺん歩いてみよう会４月　登りと下りの歩き方 黒井城跡登山

4月17日(月) 日帰り 登山２
アカデミー

松尾 基本講座 いっぺん歩いてみよう会４月　登りと下りの歩き方 黒井城跡登山

4月25日(火) 日帰り 登山３
アカデミー

高野 スマートで安全な岩場通過のテクニック講習会　ステップ２

4月26日(水) 日帰り 登山３
アカデミー

高野 スマートで安全な岩場通過のテクニック講習会　ステップ２

4月26日(水) 日帰り 登山３
アカデミー

津森 夏山登山に向けてしっかりトレーニング　４月講座 効率の良いトレーニング方法

4月29日(土) 日帰り 登山３
アカデミー

津森 夏山登山に向けてしっかりトレーニング　４月講座 効率の良いトレーニング方法

5月7日(日) 3泊4日 登山３+ 津森 花の大佐渡山脈縦走 青粘渓谷からドンデン山・金北山

5月14日(日) 日帰り 登山３
アカデミー

松尾 基本講座 いっぺん歩いてみよう会５月　行動食は必須知識　初夏の大江連山縦走

5月15日(月) 日帰り 登山３
アカデミー

松尾 基本講座 いっぺん歩いてみよう会５月　行動食は必須知識　初夏の大江連山縦走

5月15日(月) 2泊3日 登山２ 豊田 大佐渡で花いっぱいのハイキング　青粘渓谷からドンデン山

5月16日(火) 4泊5日 ゆらり１ 武村 行先は当日決定♪ 今日を楽しむ自由な旅 ぶらっと北海道 初夏のショートバージョン

5月20日(土) 日帰り 登山３
アカデミー

津森 夏山登山に向けてしっかりトレーニング　５月講座 効率の良いトレーニング方法

5月25日(木) 3泊4日 ゆらり２ 鳥羽 レブンアツモリソウ咲く礼文島　礼文と利尻で花散歩

5月26日(金) 日帰り 登山３
アカデミー

津森 夏山登山に向けてしっかりトレーニング　５月講座 効率の良いトレーニング方法

5月30日(火) 日帰り 登山３
アカデミー

高野 スマートで安全な岩場通過のテクニック講習会　ステップ３

5月31日(水) 日帰り 登山３
アカデミー

高野 スマートで安全な岩場通過のテクニック講習会　ステップ３

5月31日(水) 3泊4日 登山３+ 吉田太陽 ミヤマキリシマ大群生　平治岳から九重連山縦走

6月4日(日) 日帰り 講座
アカデミー

松尾 山を歩く女性の為の登山装備と服装講座　（机上講座）

6月5日(月) 日帰り 講座
アカデミー

松尾 山を歩く女性の為の登山装備と服装講座　（机上講座）

以下の募集予定コースについても順次発表させて頂く予定です。ご希望の方は先行予約が可能です。先行予約のお客様へは募集広告が出来次第ご自宅へ
発送させて頂きます。内容を御覧いただき、正式予約をご検討下さい。尚、ツアー内容は予告する事なく募集段階で変更となる可能性もありますので、
予めご了承下さい。本書は２０２２年１１月３０日現在の情報となります。



予定時期 日数 レベル ガイド・スタッフ タイトル ✔

6月5日(月) 2泊3日 ゆらり2 馬場 チャレンジ！ 沖縄で体験ダイビングまたはシュノーケリング

7月11日(火) 3泊4日 登山４ 鳥羽 道東三山登頂　羅臼岳・斜里岳・雌阿寒岳

7月24日(月) 3泊4日 登山３+ 鳥羽 広大なお花畑と雄大な山々 赤岳･緑岳･白雲岳･黒岳 大雪山４色縦走

9月12日(火) 3泊4日 登山４ 鳥羽・小林 予備日を設けてトライする 最北の名峰 利尻山

日程調整中のプラン
予定時期 日数 レベル ガイド・スタッフ タイトル ✔

3泊4日 登山３
アカデミー

高千穂 雪山講習会　残雪の浅間山

2泊3日 登山２+ 武村 膝に優しい山歩き♪　武村ガイドの下りの無い登るだけ登山　武平峠から御在所岳

1泊2日 さぽ旅 馬場 日本一の駄菓子屋さんと晴れの国 岡山周遊の旅

1泊2日 さぽ旅 津森 地元ガイドが案内する固有種イズモコバイモ群生地と小豆原埋没林

2泊3日 ゆらり２ 津森 能登半島周遊 猿山岬ユキワリソウと最北端狼煙灯台ハイキング・半島最高峰宝達山

1泊2日 さぽ旅 浮田・武村 山旅人スタッフ浮田健一の心の故郷　地元の仲間の総力戦　うっきーの但馬探訪 春編

1泊2日 登山３+ 山内 南紀の名峰２座登頂　乙女の寝顔 半作嶺と嶽ノ森山

1泊2日 登山４
アカデミー

津森 夏山登山に向けてしっかりトレーニング　実践講座 七種山

2泊3日 さぽ旅 武村 四国山地の深山を訪ねて 　神山 春の花々と滝巡り

3泊4日 登山３+ 高千穂 地元の方に愛されるお宿 鷹巣高原ホテルに泊って　鷹ノ巣山と釈迦ヶ岳へ

2泊3日 さぽ旅 田中昭男 ぽかぽかドライブ＆ハイキング　春の瀬戸内周遊　桜花とお城巡りの旅

2泊3日 登山３+ 津森 中海宍道湖と古都松江を一望する嵩山とイズモコバイモ咲く大江高山・石見要害山

1泊2日 さぽ旅 堀・久保 直前下見で開花状況をチェックして行先決定　美景 神子の山桜と近畿春の花巡り

1泊2日 登山３ 山内 混雑を避けた時間に桜の名所　蜻蛉の滝から青根ヶ峰・吉野山へ

3泊4日 ゆらり２ 津森 隠岐らく全島制覇　摩天崖・大満寺山ハイキングと隠岐諸島クルージング

12日間 登山３+ 高千穂 憧れのヒマラヤ・エベレスト街道　タンボチェ滞在トレッキング

2泊3日 さぽ旅 武村 現地の開花状況で行先決定 春の信州花巡りと残雪のアルプス探訪

2泊3日 登山３
アカデミー

津森 夏山登山に向けてしっかりトレーニング　実践講座 花の伯州山・那岐山・日名倉山

1泊2日 登山５ 山内 快適な尾根道を行く台高山脈の名峰 池木屋山テント山行

2泊3日 登山４
アカデミー

津森 夏山登山に向けてしっかりトレーニング　実践講座 蒜山三座パノラマ縦走

2泊3日 ゆらり２ 豊田 大迫力　白銀の剱・立山連峰と雪の大谷ウォーキング

2泊3日 登山２+ 武村 膝に優しい山歩き♪　武村ガイドの下りの無い登るだけ登山　桜道 光城山と雪の千畳敷

4月下旬 1泊2日 さぽ旅 津森 美しい春の森を巡り歩く　大山山麓 新緑と旬の山菜狩り

3泊4日 登山３+ 高千穂 ヤマシャクヤク満開♪　京丈山と時雨山・白鳥山縦走

2泊3日 登山２+ 武村 膝に優しい山歩き♪　武村ガイドの下りの無い登るだけ登山　展望絶佳 破風岳と王城山

2泊3日 さぽ旅 堀新子先生 お気楽アウトドアスケッチ教室　日本最大級のヒメシャガ群生地　岳人の森

3泊4日 登山５ 津森 日帰り装備で山中泊 岩峰ルートの縦走路　船上山から三鈷峰　東大山縦走

3泊4日 登山３ 鳥羽 絶景！奥尻島フットパスハイキングと花の函館山

1泊2日 登山２ 山内 大峰の秘境を尋ねるハイキング　神秘の森 和佐又山巨樹巡りと前鬼不動七重の滝

1泊2日 登山５ 山内 大峰の魅力満載山行　観音峯・稲村ヶ岳からバリゴヤへ

3泊4日 登山３+ 斉藤 新緑まぶしい世界遺産のブナの森を訪ねて 感動の白神山地山行

1泊2日 登山３
アカデミー

山内 初めてのテント泊山行　大峰釈迦ヶ岳で幕営体験

2泊3日 さぽ旅 松尾 雪の穂高連峰とニリンソウ大群落　徳澤園に泊って上高地探訪

3月中旬

3月下旬

5月下旬

5月中旬

4月上旬

4月中旬

5月上旬



予定時期 日数 レベル ガイド・スタッフ タイトル ✔

1泊2日 登山３+
アカデミー

津森 夏山に向けてトレーニング 伊吹山体力レベル判断講習＆春の自己体力測定

1泊2日 登山３ 越智 爽やかな新緑と山野草　初夏の四国剣山と次郎笈

1泊2日 登山４ 津森 緑の美しい初夏の山行　毛無山と烏ケ山

2泊3日 登山３ 津森 地元ガイドのおもてなし総力戦！　山頂で泊る伯耆富士 新緑の大山

1泊2日 登山４ 山内 マイナールートで登る近畿最高峰　鉄山から弥山・八経ヶ岳へ

3泊4日 ゆらり２ 斎藤 世界自然遺産の森を歩く　水芭蕉咲く田苗代湿原と新緑の白神散歩♪

3泊4日 登山５ 斉藤・津森 日本海に沈む夕日とブナの原生林 新緑の白神岳から十二湖縦走

11日間 登山２ 矢鳴 現地在住ガイドが今ここ一番へご案内 スイスアルプスハイキング

1泊2日 登山４
アカデミー

高野 スマートで安全な岩場通過のテクニック講習会　実践講座　伊勢山上

2泊3日 登山３+ 津森 ミヤマヨメナ大群落　比婆連山 全山登頂縦走

2泊3日 登山３ 松尾 人気のマナスル山荘に泊って♪ 花咲き誇る入笠山と美渓テイ沢

4泊5日 登山４ 長谷部 日本百名山三座　日光白根山・武尊山・男体山

3泊4日 登山３+ 山下 山中泊でお鉢も巡る羊蹄山 真狩コース

2泊3日 さぽ旅 武村 マナスル山荘と王ヶ頭ホテルに泊って♪　信州高原巡り

3泊4日 登山３+ 松尾 夏の信州高原山行 山頂に泊る蓼科山と王ヶ頭ホテルに泊る美ヶ原・霧ヶ峰登頂

7泊8日 登山２ 高千穂 沖縄最高峰・於茂登岳登頂とサガリバナ＆八重山諸島

3泊4日 登山４ 星野 花咲き誇る暑寒別岳と絶景 雨竜沼湿原

3泊4日 ゆらり２ 鳥羽 花の霧多布湿原と嶮暮帰島

2泊3日 登山３+
アカデミー

松尾 基本講座 いっぺん歩いてみよう会７月　初めてのアルプス登山 南アルプスアサヨ峰

2泊3日 さぽ旅 馬場 花真っ盛り！白山高山植物園と白山白川郷ホワイトロード散策

4泊5日 登山５ 津森 白山南部の静かな尾根道を味わう　越前三ノ峰から別山縦走

3泊4日 登山３ 斉藤 ソフトな山歩きで花の東北満喫　秋田駒ヶ岳・森吉山・八幡平

6泊7日 登山５ 津森 百花繚乱 花の雲ノ平から水晶岳・鷲羽岳・三俣蓮華岳縦走

3泊4日 登山３+ 松尾 貸切ケビンに２連泊！　登山道も、山小屋も 混雑を避けて楽しむ花の白山

3泊4日 登山３ 近藤 高山植物咲き誇る東北　幽玄の鳥海湖フラワーハイキング

3泊4日 登山５+ 小田 高山植物と沢渡り　日高幌尻岳

2泊3日 登山３+
アカデミー

高千穂 高所登山アドバイス①　北アルプス乗鞍岳

3泊4日 登山４ 鳥羽 南沼テント１泊で往復するゆとりの行程 花咲き誇るトムラウシ山

4泊5日 登山４ 松尾 花の南アルプス荒川三山縦走 悪沢岳と赤石岳

2泊3日 登山３+
アカデミー

高千穂 高所登山アドバイス②　千畳敷カールから木曽駒ヶ岳

4泊5日 登山４ 長谷部 憧れの北穂高小屋に泊る　涸沢から北穂高岳

3泊4日 登山３+ 豊田 各小屋泊りのゆとり縦走　立山三峰と別山縦走

3泊4日 登山４ 未定 夏の高山植物と雄大な山容を楽しむ　大日杉から飯豊本山登頂

3泊4日 登山３+
アカデミー

高千穂 高所登山アドバイス③　無理のない昼山行で登頂　日本最高峰 富士山

5泊6日 登山５ 松尾 南アルプス大縦走　塩見岳から間ノ岳・北岳

2泊3日 ゆらり２ 馬場 天下一の大花火大会　全国花火競技大会 大曲の花火鑑賞

4泊5日 登山４
アカデミー

津森 実践！アルプス縦走　西鎌尾根から槍ヶ岳縦走

4泊5日 登山５
アカデミー

高千穂 高所登山アドバイス④　各小屋泊りで高度順応　奥穂高岳・前穂高岳縦走

8月上旬

8月下旬

7月下旬

7月上旬

7月中旬

6月中旬

5月下旬

5月下旬

6月下旬

6月上旬



予定時期 日数 レベル ガイド・スタッフ タイトル ✔

12日間 さぽ旅 武村 行先は当日決定♪　今日を楽しむ自由な旅　ぶらっと北海道

6泊7日 登山４ 高千穂・津森 北アルプスの女王　五色ヶ原から薬師岳全縦走

3泊4日 登山５+ 長谷部 後立山連峰の核心部　白馬三山から不帰キレット・唐松岳縦走

9月上旬 2泊3日 登山４
アカデミー

松尾 基本講座最終回 いっぺん歩いてみよう会９月　憧れの北アルプス燕岳登頂

9月中旬 3泊4日 登山５+ 多賀谷・高野 カニのタテバイ・ヨコバイを通過　別山尾根から剱岳

3泊4日 登山３+ 松尾 北アルプス大展望 種池山荘２連泊 ゆっくり楽しむ爺ヶ岳

3泊4日 登山３+ 磯谷 ひと足早く山の紅葉を楽しもう！ 絶景 秋の火打山のんびり山行

3泊4日 登山２ 磯谷 後立山連峰に抱かれた秘湯　紅葉の高瀬渓谷から湯俣温泉ハイキング

3泊4日 登山３+ 松尾 雲上の楽園 五の池小屋連泊　紅葉の御嶽山池めぐり

4泊5日 登山４ 津森 大紅葉の朝日連峰　大鳥池から以東岳・大朝日岳

3泊4日 登山３+ 松尾 絶景 点在する池塘と草紅葉　会津駒ヶ岳から中門岳

3泊4日 登山４ 津森 秋の剣山主稜線を歩く　三嶺から次郎笈・剣山一ノ森縦走

4泊5日 登山５+ 未定 絶景！裏剱を望む仙人池

2泊3日 登山５+ 多賀谷・高野 黒部の大深谷　下ノ廊下

2泊3日 登山３+ 鈴木 山頂直下の山小屋に泊ってゆとりの行程で楽しむ名峰 谷川岳

3泊4日 登山３+ 斉藤 大紅葉の世界遺産 神秘のブナの森を訪ねて 感動の白神山地山行

3泊4日 ゆらり２ 斉藤 世界自然遺産の森を歩く　紅葉の岳岱自然観察林と白神散歩♪

2泊3日 登山３ 津森 地元ガイドのおもてなし総力戦！　山頂で泊る伯耆富士 紅葉の大山

上記の他にも順次発表予定で検討中のプランが多数あります。 詳しくは山旅人ホームページでチェックして下さい。

10月下旬

9月下旬

10月上旬

10月中旬

9月上旬


