
2019 南アルプス
トレッキングツアー

南アルプスエコツーリズム推進協議会

櫛形山の苔

気軽にテント泊体験 南アルプスの天然水割ウイスキー 知的好奇心を満たす地元ガイド

朝焼けの白根三山

秋の櫛形山

北岳

仙丈ヶ岳

広河原の紅葉

地蔵岳

櫛形山のアヤメ

注意事項

１）ツアー全般に関して

・募集締切を過ぎて最少催行人数に満たない場合や、悪天候などでガイドが催行不可と判断した場合は中止とさ
 せていただきます。この場合は3日前に判断し連絡致します。（林道の状況等によっては前日となる場合がご
 ざいます。）
・ご参加人数やグループ数の関係上、宿泊先は同等の宿泊施設に変更になる場合がございます。ご了承下さい。
・募集締切は、日帰りツアー及び宿泊ツアーともに旅行開始日の 14 日前とさせていただきます。
・申込⾦（ツアー料⾦）は締切日∼旅行開始日の 10日前までに別途ご案内する⽅法でお⽀払いをお願い致します。
・集合場所まで来るために必要な経費及び、解散場所から帰宅するまでに必要な経費はお客様のご負担とさせて
 いただきます。
・申込完了後、鉄道の座席等、ご自宅から集合・解散場所までに必要な輸送機関のご予約をお願いします。
・ツアーが中止となった際、ツアー料⾦に含まれないサービス（お客様が手配した宿泊施設・輸送機関等）への
 払い戻しに必要な費用はお客様のご負担とさせていただきます。
・その他、本紙に記載のない事項は取引条件説明書、当社標準旅行業約款、契約書面等をご確認下さい。
・旅行条件基準日：2019 年 3月１日現在の運賃・料⾦を基準としています。変更となる場合はご連絡致します。

・必要な装備品
 ツアーへお申込み頂く前に、下記の装備品をご持参できるかご確認ください。
 アウターレイヤー /ミドルレイヤー /ベースレイヤー /登山靴 /登山用リュック /手袋 / 帽⼦ /�⾬具 /ストッ
 クヘッドライト /行動食（クッキーやアメ等）/飲み物 /常備薬 /タオル・着替え /防寒着 /健康保険証のコピー
・登山行動そのものはお客様の自己責任の範疇とさせていただきます。
・ツアーへお申込み頂く場合は、ツアーに参加する旨を留守家族など連絡が取れる⽅へお知らせください。
・行動中に身体健康に異常を自覚した場合は、速やかに引率者へ申告してください。
・予定された登山コースや歩行時間は、悪天候ほか、標準旅行業約款第 13条に基づく場合に変更となる場合が
 ございます。
・休憩場所や山小屋等ではルールやマナーを守り、他の登山者のご迷惑とならないようにお気を付け下さい。
・環境保全のため、ツアー中に発生したゴミは各自持ち帰るようにお願いします。
・各登山ツアーの難易度に合わせて、トレーニングを十分行なった上で参加をお願いします。
・ガイドレシオ（引率者比率）は公益社団法人日本山岳ガイド協会の規定に基づきます。

２）登山に関して

・必要な装備品が揃っているか必ずご確認をお願いします。
・集合場所へは時間厳守でお越しください。
・不十分な装備や集合時間に 10 分以上遅刻した場合はご参頂けない場合があるため、必ず装備品と集合時間を��
���厳守するようにお願い致します。

  キャンセル日                ��キャンセル料
    旅行開始日の前日から起算してさかのぼって
  ①10日目にあたる日から 7日前までの解除   旅行代⾦の30％
  ②旅行開始日の前日の解除          ��旅行代⾦の40％
��� �③当日の解除（④除く）            旅行代⾦の50％
  ④旅行開始後の解除または無連絡不参加    ��旅行代⾦の 100％

３）出発日当日に関して

４）キャンセル料に関して

Twitter・Instagram：＃minamialps_gatewayで検索♪

火 火

工藤 誠

南アルプスの
魅力満喫！

アットホームな
雰囲気で地元ガ
イドがご案内♪



南アルプスエコツーリズム推進協議会
南アルプスならではの魅力を満喫

～ ” ジモト ” の素朴な体験をお楽しみください～
気軽に楽しめる安心ツアー

～自然を体験することに集中できる安全 ・ 安心～

ツアーの特徴

1. 南アルプスならではの地域資源

高山帯だけでなく、櫛形山のフジノマ
ンネングサ（コケ類）など貴重な自然
環境を丁寧にガイドします。

山梨の「地ウイスキー」をご存知です
か？天然水割で頂く、南アルプスでの
格別な体験です。

いつも見てるから、動植物ガイドも柔
軟に対応。天候の変化なども敏感、的
確に把握できます。

１ツアーに 2人以上のスタッフ（ガイ
ド、添乗員）が同行する業界屈指の対
応。高山のガイドレシオは 1：8以上！

せっかく山に泊まるならテント泊をして
みたい、でも荷物は持ちたくない。そん
な⽅のために、設営⽅法もガイドします。

朝焼け、夕焼けの雲海の上に顔を出す
富士山を見る。千載一遇のシャッター
チャンス！

最少催行人数6名様からのツアーです。
気軽さと手厚さを同時に！

ゆったりと余裕のある行程で、ほかの
お客様にご迷惑をかけるような心配は
ありません。

地産地消をコンセプトに、旅行の楽し
みがいっそう厚みを増します。夏はフ
ルーツをぜひ！

トレッキングの疲れをいやす定番で
す。せっかくだからもう一泊、という
お客様、ぜひお声がけください。

山小屋との密接な連携は、地元密着の
ツアー会社の強みです。

シンプルツアーの前後、組み合わせた
い体験があればぜひご相談ください。
グループでのご参加もぜひ！

2. 南アルプスの天然水で割る地ウイスキー 1.” 南アルプス専門” の地元ガイド 2. 業界屈指のガイドレシオ

3. たっぷり楽しめる少人数制 4. ゆとりのある行程

5. 快適な山小屋泊 6. オーダーメイドも可能

3. 気軽にテント泊体験 4. 満点の星空 ・ 朝焼けの絶景

5. 南アルプスに育まれた地元食材 6. 南アルプスの天然温泉

魅力満喫
プラン

シンプル
プラン

自然に囲まれたトレッキングを楽しむことに加え、南アルプスな
らではの飲食、体験などの魅力を盛り込んだプランです。甲府駅
と現地間の送迎のほか、ツアーにより地ウイスキーの試飲、下山
後の温泉入浴や気軽なテント泊などをお楽しみいただけます。

少人数化とコスト低減を目的としたシンプルなプランです。現
地集合・解散を原則としてお客様の個々のご都合との組み合わ
せ自由度を高める一⽅、安全・安心面は他のプランと同様しっ
かりサポートしております。

※各ツアーにより特徴は異なりますので、
��詳しくは各ツアーのページをご覧ください



年間スケジュールお申し込みの流れ
WEB予約

①ホームページから予約する
・（株）南アルプスゲートウェイの
 HPで旅行条件をご確認のうえ、 
 「ハイキング・トレッキング」に
 アクセスして下さい。
・ご希望のツアー写真をクリックし、
 予約ページにお進み下さい。
・予約システム「AIRリザーブ」で
 必要事項を入力して送信頂くと、
 自動返信メールが届きますのでご
 確認下さい。
・自動返信メールにクレジットカー
 ドでの⽀払いが可能な決済システ
 ム「Cineyペイジ」のURLを記
 載致しますので、以下の「③申込
 ⾦の⽀払い」をご確認頂き、お⽀
 払いをお願い致します。

①電話で予約する
・（株）南アルプスゲートウェイに
 電話で問い合わせて下さい。ご希
 望のツアー名、お名前、住所、電
 話番号、同伴者の有無、参加人数
 をお伝え下さい。
・後日、申込書と取引条件説明書を
 お送りしますので、旅行条件をご
 確認のうえ、FAX、メール、郵送
 等で（株）南アルプスゲートウェ
 イ宛に申込締切日（出発日の 14
 日前）までにご返信下さい。
・同伴者がいる場合は、同伴者のお
 名前、住所、電話番号の一覧表を
 申込書と一緒にご提出下さい。

②登山経歴書の提出
・後日、登山経歴書をお送り致しますので、必要事項をご記入頂き、  
 FAX、メール、郵送等で（株）南アルプスゲートウェイ宛に申込締切
 日（出発日の 14日前）までにご返信下さい。

③申込⾦の⽀払い
・ツアーの実施の有無が決定する申込締切日（出発日の 14日前）以降に
 確定書面をお送り致します。出発日の 14日前∼出発日の 10日前まで
 を目安に申込⾦（ツアー料⾦全額）のお⽀払いをお願い致します。最
 小催行人数に未達で催行不可の場合は電話やメールでご連絡致します。
・クレジットカードでのお⽀払いをご希望の⽅は申込時の自動返信メール
 に記載のURLから決済システム「Coiney ペイジ」に進み、お⽀払い
 をお願い致します。
・銀行振り込みでのお⽀払いをご希望の⽅は、以下の振込先にお振込下さ
 い。
 【銀行名】：三井住友銀行 東京中央⽀店 
 【口座名】：株式会社南アルプスゲートウェイ
 【普通口座】：8982312
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電話予約

①ご自身の体調をご確認ください。体調不良の状態での無理なご参加は
 ご遠慮ください。
②必要な装備や持ち物にお忘れ物がないかご確認をお願い致します。
③集合場所へは時間厳守でお集まり下さい。
④⾬天でもツアーは実施致しますが、ツアー当日に著しい悪天候となっ
 た場合は中止とさせて頂く場合があります。ご了承下さい。
※装備品が不十分な場合や集合時間に 10分以上遅れた場合はご参加いた
 だけない場合があるため、ご注意下さい。特に集合時間は時間を厳守
 頂いている他のお客様に大変申し訳ないことであり、安全登山や行程
 にも影響するため、ご理解、ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

出発日当日のご注意



6�

年間スケジュール

13�

20�

27�

2� 3� 4 5 6

1�

7 8�

9� 10� 11 12 13 14 15�

16� 17� 18 19 20 21 22�

29�23� 24�

30� 31�

25 26 27 28

夜叉神峠&
ファースト
エイド教室

夜叉神峠&
ファースト
エイド教室

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

7� 8 9 10

5�

11

1 2 3 4

12�

14� 15 16 17 18 19�

21� 22 23 24 25 26�

28� 30 31

冬の
櫛形山

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

3� 4� 5 6 7

2�

8

1

9�

10� 11� 12 13 14 15 16�

17� 18� 19 20 21 22 23�

24� 25� 26 27 28 29

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

冬の
櫛形山

冬の
櫛形山

夜叉神峠&
ファースト
エイド教室

夜叉神峠&
ファースト
エイド教室

夜叉神峠&
ファースト
エイド教室

夜叉神峠&
ファースト
エイド教室

2� 3� 4 5 6

1

7 8�

9� 10� 11 12 13 14 15�

27 28 29�

16� 17� 18 19 20 21 22�

23� 24�

30� 31�

25 26

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

夜叉神峠&
ファースト
エイド教室

夜叉神峠&
ファースト
エイド教室

7� 8� 9

1� 2

10 11

3 4 5 6

12 13

14� 15� 16 17 18 19 20�

21� 22� 23 24 25 26 27�

28� 29� 30 31

栗沢山
（シンプル）

栗沢山
（シンプル）

鳳凰三山
（シンプル）

鳳凰三山
（シンプル）

白鳳渓谷
紅葉満喫

白鳳渓谷
紅葉満喫

秋の
櫛形山

秋の
櫛形山

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

4 5� 6 7 8

1 2 3�

9 10

11� 12� 13 14 15 16 17�

28 29 30

18� 19 20 21 22 23 24�

25� 26� 27

秋の
櫛形山

秋の
櫛形山

秋の
櫛形山

白鳳渓谷
紅葉満喫

Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun

6 月∼ 7月
初夏の櫛形山トレッキング

アヤメ
原生林

清流と苔

清々しい新緑

サルオガセ



ここが Good ！ 26 のおすすめ POINT

自然の中で
リラックス地元ガイド

新緑に囲まれながら
「ストレス解消」

地元の南アルプス市
「ネイチャーガイド」が
ご案内

POINT②

動植物の話だけでなく櫛形山
と林業や生業との関わりなど、
地元ガイドだから話せる歴史、
文化、地質など楽しいお話が
たっぷり聞けます。また、櫛
形山は初心者でも登れる山な
ので親⼦でも楽しめます。

新緑が美しい季節なので、
お日様とマイナスイオンを
たっぷり浴びて日頃のスト
レスを発散してはいかがで
しょうか。下山後は清々し
い気分になれます♪

POINT①

地元食材アヤメ

南アルプスの
「感動的な景色」

地元食材を使った真
心たっぷり
「手作り弁当」

POINT③ POINT④

櫛形山ではダケカンバ、ツガ、
天然のカラマツ等の原生林、
幻想的な苔やサルオガセ、可
憐なシロバナノヘビイチゴ、
マルバダケブキ等のお花が楽
しめます。富士山、南アルプ
スの山々の撮影場所も絶景！

その時々の旬な野菜や果物
を使ってレシピを考えるた
め、内容はツアー当日のお
楽しみ！愛情と温もりいっ
ぱいのお弁当は絶品！旬の
果物も入ってるかも♪

10:00 中尾根登山道付近の苔を観察

12:00 見晴らし平で昼食

13:30 平成峡付近の苔を観察

16:30 見晴らし平解散

8:30 見晴らし平集合 8:30 エコパ伊奈ヶ湖集合

コウヤノマンネ
ングサとフジノ
マンネングサの
両⽅が見られる
珍しいスポット
です！

シカの食害を受け
たものの、全盛期
の 1/3 程までにア
ヤメが回復！
富士山をバックに
撮影出来るスポッ
トもあります♪

�料⾦：10,500 円（税込）
 �

��旅行代⾦に含むもの
 �ガイド料 /保険料 /昼食代
� 最少催行人数：6名 �定員：15名

�行程

�添乗員
�登山ガイド 1名・添乗員 1名が同行します。

�実施日
�6/13（⽊） 6/29（⼟）

（国⼟地理院地図に登山ルート・主要ポイント・時間を追記して掲載）

�櫛形山の苔

水をかけるといきいきする苔

川沿いの苔

アヤメ

マツムシソウ

サルオガセ 富士山の眺望

樹齢数百年の巨⽊

登山道

�料⾦：12,500 円（税込）
 �

��旅行代⾦に含むもの
 �ツアー中の移動費 /ガイド料 /保険料 /
 �昼食代
� 最少催行人数：6名 �定員：15名

�持ち物 
�ルーペ�（倍率は8倍∼ 10 倍がおすすめです）
�櫛形山は霧⾬が降ることが多いため、⾬具を必ずご持参下さい。

移動手段 お客様の自家用車で移動して頂きます。

食事 昼食

�行程

�添乗員
�登山ガイド 1名・添乗員 1名が同行します。

�難易度
�櫛形山（標高2,052m）を池ノ茶屋登山道で登る初心者向け�
�の登山 

�実施日
�6/15（⼟） 6/27（⽊）
�7/13（⼟）

移動手段 ジャンボタクシー

食事 昼食

9:30 池ノ茶屋着・登山開始
(池ノ茶登山口までジャンボタクシーで移動 )

（昼食・休憩含め登山時間8時間）

16:00 エコパ伊奈ヶ解散

集合場所

午前中観察

午後観察
見晴らし平

中尾根登山道

平成峡

伊奈ヶ湖

N

0 500 1000ｍ

（国⼟地理院地図に登山ルート・主要ポイント・時間を追記して掲載）  

1:00

0:15

0:30

0:20

1:30

1:45

池ノ茶屋
登山口

バラボタン平

裸山

アヤメ平
エコパ伊奈ヶ湖

祠頭

山頂

N

0 500 1000ｍ

シンプル
プラン

シンプル
プラン



7 月∼ 9月
北岳トレッキング

7 月∼ 10 月
鳳凰三山トレッキング

チシマギキョウと間ノ岳
北岳山頂からの間ノ岳

タカネマンテマ大樺沢からの北岳

タカネツメクサと北岳

稜線からの絶景

地蔵岳

地蔵賽の河原と甲斐駒ヶ岳

薬師岳

観音岳



北岳トレッキング（2泊 3日） 北岳トレッキング（1泊 2日）

ここが Good ！ 26のおすすめ POINT

2:30

5:00

1:30

2:00

1:30

1:30

3:30 広河原山荘

二俣
肩の小屋

北岳

北岳山荘

⼋本⻭コル

間ノ岳

白根御池小屋

N

0 500 1000ｍ

2:30

5:00

3:00

3:30

広河原山荘

二俣肩の小屋
北岳

白根御池小屋

N

0 500 1000ｍ

高山植物地元ガイド

豊かな大地が育む色と
りどりの貴重な
「高山植物」

高山は地元ガイドの芦
安ファンクラブの「認
定ガイド」がご案内

POINT⑥

少人数の班編成で行動するた
め高いガイドレシオとアット
ホームな雰囲気が楽しめます。
まだ一人で登るには不安な中
級者にも安心です。地元ガイ
ドだからこそ案内できる穴場
の撮影スポットもあります。

南アルプスの固有種をはじ
め、たくさんの色とりどり
の可憐な高山植物を楽しむ
ことが出来ます。

POINT⑤

満点の星空ライチョウ

生息地が世界の南限
とされる南アルプス
の「ライチョウ」

空気が澄んでいるか
らこそ楽しめる
「満点の星空」

POINT⑦ POINT⑧

外敵などの影響により2014
年には 8ヶ所まで減少した縄
張り数が地元関係者の活動に
より、2018年には24ヶ所ま
で回復！ツアー中に愛らしい
ライチョウに出会えるかも♪

南アルプスの澄んだ空気だ
からこそ満点の星空が味わ
えます。日本を代表する山々
で星空を眺めながら地酒を
しっぽりと飲めたら忘れら
れない思い出になるかも♪

7:00 広河原出発
9:30 二俣
10:00 白根御池小屋（昼食）
16:00 肩の小屋到着

6:30 広河原集合
7:00 広河原出発
9:30 二俣
10:00 白根御池小屋（昼食）
16:00 肩の小屋到着

6:30 広河原集合
7:30 ⼋本場コル
9:00 二俣
9:30 白根御池小屋（休憩）
10:00 白根御池小屋出発
13:30 広河原山荘（昼食）
14:30 広河原山荘出発
15:30 岩園館（入浴）
16:30 岩園館出発
17:30 甲府駅解散

6:00 北岳山荘出発
6:45 北岳山頂到着

（高山植物撮影）
8:30 北岳山頂出発
11:30 白根御池小屋到着

 （昼食）
12:30 白根御池小屋出発
16:00 広河原到着・解散

6:00 肩の小屋出発

4:30 北岳山頂（日の出）
6:00 北岳山荘（朝食）
8:30 間ノ岳山頂
11:00 北岳山荘到着（昼食）

4:00 肩の小屋出発

�料⾦：49,500 円（税込）
 �

��旅行代⾦に含むもの
 �ツアー中の移動費 /ガイド料 /保険料 /
 �食事代 /宿泊代 / 温泉入浴料
� 最少催行人数：10名 �定員：16 名

�行程
1日目 1日目3日目

2日目

�添乗員
�登山ガイド 2名・添乗員 1名が同行します。

�難易度
�広河原から北岳と間ノ岳を2泊 3日で登る中級者向けの登山

�実施日
�7/16 ∼�18（⽕∼⽊）

（国⼟地理院地図に登山ルート・主要ポイント・時間を追記して掲載）

（国⼟地理院地図に登山ルート・主要ポイント・時間を追記して掲載）

※行程は前後する可能性があります。
 帰りの電車の切符は時間に余裕をもた
 せることをお勧めいたします

※1日目は現地集合となり
 ますのでご注意下さい。 2日目

※行程は前後する可能性があります。

北岳

二俣周辺

北岳山荘からの日の出

北岳からの富士山

大樺沢からの北岳

マツムシソウ

チシマギギョウと間ノ岳 アカイシミヤマクワガタ

タカネグンナイフウロ

タカネツメクサ
ミヤマキンバイ

ライチョウの雛

アオノツガザクラ

ミヤマハナシノブ

タカネマンテマ

北岳山頂からの間ノ岳

�料⾦：29,500 円（税込）
 �

��旅行代⾦に含むもの
 �ガイド料 /保険料 /食事代 /宿泊代
� 最少催行人数：6名 �定員：16 名

移動手段 ジャンボタクシー

食事 1日目：昼食・夕食���
2日目：朝食・昼食・夕食
3日目：朝食・昼食 1日目：昼食・夕食�2日目：朝食・昼食

�行程

�添乗員
�登山ガイド 2名（参加者8名までのときは 1名）・添乗員 1名����
�が同行します。

�難易度
�広河原から北岳を 1泊 2日で登る中級者向けの登山

�実施日
�7/31 ∼ 8/1（水⽊） 8/17 ∼ 18（⼟日）
�9/7 ∼ 8（⼟日）  ��9/11 ∼ 12（⼟日）

食事

15 時まで高山植物等撮影

魅力満喫
プラン

シンプル
プラン



鳳凰三山トレッキング（2泊3日） 鳳凰三山トレッキング（1泊2日）

ここが Good ！ 26 のおすすめ POINT

魅力満喫
プラン

シンプル
プラン

日の出・星空絶景の眺望

「満天の星空」と
「朝焼けの絶景」

南アルプスの絶景の中
楽しめる「稜線歩き」

POINT⑩

南アルプスの山々や富士山な
どの眺望が楽しめます。鳳凰
三山では晴れていれば甲府盆
地も一望出来ます！高山植物
を観察しながら北岳、間ノ岳、
富士山などを眺めて歩く稜線
歩きはここでしか体験出来ま
せん！

鳳凰三山の2泊 3日コースで
は2017 年にリニューアルさ
れた綺麗な薬師岳小屋でゆっ
たり山小屋体験が出来ます。
温かみのある南御室小屋と両
⽅宿泊出来るのでそれぞれ山
小屋の良さを堪能出来ます。

POINT⑨

南アルプスの天
然水で割った地
ウイスキー

山小屋

それぞれ異なった味が
楽しめる「山小屋体験」

南アルプスの天然水で
割って飲む絶品の
「地ウイスキー」

POINT⑪ POINT⑫

鳳凰三山では晴れていれば
夜は空一面満天の星空、朝
は朝焼けに照らされた白根
三山などの絶景が楽しめま
す。山小屋に泊まるからこ
そ味わえる体験です！

南アルプスの山々では絶品
の天然水を味わうことが出
来ます。南アルプスの天然
水で割った地元のウイス
キーを飲んだら最高の思い
出になること間違いなし♪

9:00 夜叉神ヒュッテ出発
10:00 夜叉神峠小屋（昼食）
12:30 杖立峠
16:00 南御室小屋到着

7:45 甲府駅集合
8:00 夜叉神ヒュッテ出発
11:30 杖立峠（昼食）
13:30 苺平
14:00 南御室小屋
16:00 薬師岳小屋到着

7:30 夜叉神ヒュッテ集合
8:30 南御室小屋
10:30 苺平
12:00 杖立峠（昼食）
13:30 夜叉神峠小屋
14:30 夜叉神ヒュッテ到着
15:30 岩園館（入浴）
15:30 岩園館（入浴）
16:30 岩園館出発
17:30 甲府駅解散

6:30 薬師岳小屋出発
6:30 薬師岳

9:00 薬師岳小屋
8:00 観音岳

（預けた荷物受取）
10:30 南御室小屋（昼食）
14:30 杖立峠
15:30 夜叉神峠
16:30 夜叉神ヒュッテ解散

6:00 薬師岳小屋出発

9:00 薬師岳
10:30 観音岳
12:15 地蔵岳（昼食）
16:00 薬師岳小屋到着

6:00 南御室小屋出発

�料⾦：52,000 円（税込）
 �

��旅行代⾦に含むもの
 �ツアー中の移動費 /ガイド料 /保険料 /
 �食事代 /宿泊代 / 温泉入浴料
� 最少催行人数：10名 �定員：16 名

�行程
1日目 1日目3日目

2日目

�添乗員
�登山ガイド 2名・添乗員 1名が同行します。

�難易度

��夜叉神ヒュッテから地蔵岳までを登る中級者向けの登山

�実施日
�7/23 ∼�25（⽕∼⽊）

（国⼟地理院地図に登山ルート・主要ポイント・時間を追記して掲載）

※行程は前後する可能性があります。
 帰りの電車の切符は時間に余裕をも
 たせることをお勧めいたします

2日目

※行程は前後する可能性があります。

地蔵岳 観音岳

朝焼けの薬師岳

ルリビタキ

タカネビランジ

地蔵岳

地蔵賽の河原

稜線の絶景

（国土地理院地図に登山ルート・主要ポイント・時間を追記して掲載）

観音岳

南アルプスの山々

朝焼けの白根三山

コイワカガミ

自然の造形美

南御室小屋の天然水

甲府盆地の眺望

�料⾦：29,500 円（税込）
 �

��旅行代⾦に含むもの
 �ガイド料 /保険料 /食事代 /宿泊代
� 最少催行人数：6名 �定員：16 名

移動手段 ジャンボタクシー

食事 1日目：昼食・夕食���
2日目：朝食・昼食・夕食
3日目：朝食・昼食 1日目：昼食・夕食�2日目：朝食・昼食

�行程

�添乗員
�登山ガイド 2名（参加者8名までのときは 1名）・添乗員 1
�名が同行します。

�難易度
�夜叉神ヒュッテから観音岳までを登る中級者向けの登山

�実施日
�8/3 ∼ 4（⼟日） ���8/2１∼ 22（水⽊）
�9/28∼ 29（⼟日） 10/2 ∼ 3（水⽊）

食事

（薬師岳小屋に荷物預ける）
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2:00

3:30

2:30

1:00

1:45

0:30

1:20

0:40

1:30

3:30

1:10

登山コースと時間配分
地蔵岳

観音岳
薬師岳・薬師岳小屋

南御室小屋

杖立峠

Ｎ

0 2000ｍ1000

夜叉神峠小屋
夜叉神ヒュッテ

1:00
2:00

3:30

2:30

1:00

0:30

0:40

1:30

3:30

1:10

登山コースと時間配分

観音岳
薬師岳・薬師岳小屋

南御室小屋

杖立峠

Ｎ

0 2000ｍ1000

夜叉神峠小屋
夜叉神ヒュッテ



7 月∼ 10 月
仙丈ヶ岳・栗沢山・甲斐駒ヶ岳トレッキング

栗沢山
甲斐駒ヶ岳ライチョウ

藪沢カール

仙丈ヶ岳

南アルプスの女王！仙丈ヶ岳トレッキング

（国⼟地理院地図に登山ルート・主要ポイント・時間を追記して掲載）

7:45 甲府駅集合
10:00 広河原到着
10:30 広河原出発

10:55 北沢峠到着
11:15 登山開始 
15:30 馬ノ背ヒュッテ到着 

（南アルプス市営バス：25分）

�行程
1 日目 ２日目

（南アルプス市営バス：25分）
13:55 広河原到着 
15:00 岩園館（入浴） 

17:00 甲府駅到着
16:00 岩園館出発 

4:30 馬ノ背ヒュッテ出発
6:00 仙丈小屋��  

13:00 北沢峠到着     
13:30 北沢峠出発   

8:45 小仙丈ヶ岳     
7:00 仙丈ヶ岳      

10:00 大滝の頭（昼食）  

�行程

ヘッドライトをご持参下さい！

10:00 北沢峠集合  16:00 仙丈小屋到着

1 日目

２日目

13:00 北沢峠到着・解散 

4:30 仙丈小屋出発 
   仙丈ヶ岳（日の出）� 
8:45 小仙丈ヶ岳     
10:00 大滝ノ頭（昼食）    

��料⾦：39,500 円（税込）
����旅行代⾦に含むもの
 �ツアー中の移動費 /ガイド料 /保険料 /
 �山岳館入場料 /食事代 /宿泊代 /温泉入浴料
� 最少催行人数：10名 �定員：16 名

仙丈ヶ岳

�料⾦：29,500 円（税込）
��旅行代⾦に含むもの
 �ガイド料 /保険料 /食事代 /宿泊代
� 最少催行人数：6名 �定員：16 名

1 日目：昼食・夕食�2日目：朝食・昼食

�難易度
�北沢峠から仙丈ヶ岳をゆっくり登る中級者向けの登山

�実施日
�7/10 ∼ 11（水⽊） 9/18 ∼ 19（水⽊）

�移動手段
�ジャンボタクシー・南アルプス市営バス

食事

1日目：夕食�2日目：朝食・昼食

�添乗員
登山ガイド2名（参加者8名までのときは 1名）・添乗員 1
�名が同行します。

�実施日
�7/27 ∼ 7/28（⼟日）�8/10 ∼ 11（⼟日） 
�8/28∼ 29（⼟日）  9/14 ∼ 15（⼟日）

食事

※行程は前後する可能性があります。
 帰りの電車の切符は時間に余裕をも
 たせることをお勧めいたします

※1日目の昼食はご持参下さい。

2:30

1:00

1:20

1:30

1:30

2:30

Ｎ

0 500 1000ｍ

登山コースと時間配分

登山道

登山道

北沢峠

大滝ノ頭

小仙丈ヶ岳

仙丈ヶ岳

仙丈小屋

馬ノ背ヒュッテ

ここが Good ！ 26 のおすすめ POINT

人気の山々

何度も登りたくなる
「人気の山々」
日本で21座ある 3,000ｍ峰
のうち、南アルプスには 9座
もあり、3,000mはないもの
の人気の山々が多く存在する
のも特徴です。至れり尽くせ
りプランは甲府駅集合のため、
夜行バス等を使えば関⻄、中
部、東北からも参加可能です。

POINT⑬

日の出

南アルプスの山々を照
らす「日の出」
1 日目で標高の高い山小屋ま
で行くので、2日目の朝は
清々しい空気の中、南アル
プスの山々を照らす日の出
を拝むことが出来ます！澄
んだ空気の南アルプスで眺
める日の出は絶景です♪

POINT⑭

魅力満喫プラン シンプルプラン



南アルプスの貴公⼦！甲斐駒ヶ岳トレッキング

ここが Good ！ 26 のおすすめ POINT

（国⼟地理院地図に登山ルート・主要ポイント・時間を追記して掲載）

11:00 甲府駅集合
12:15 芦安山岳館（昼食・座学）
13:30 芦安山岳館出発
14:00 広河原到着 
15:00 広河原出発 

15:25 北沢峠到着 

15:35 ⻑衛小屋到着 
（徒歩：10分） 

（南アルプス市営バス：25分）

�行程
1 日目 ２日目

13:00 駒津峰
15:30 ⻑衛小屋到着 
16:00 北沢峠出発 

16:25 広河原到着 
17:30 岩園館（入浴）
18:30 岩園館出発  ��� 
19:30 甲府駅到着 

（南アルプス市営バス：25分）

4:30 ⻑衛小屋出発
6:30 仙水峠 ��  
8:45 駒津峰      
10:45 甲斐駒ヶ岳（昼食） 

�行程

ヘッドライトをご持参下さい！

15:40 ⻑衛小屋集合 

1 日目

２日目

15:30 ⻑衛小屋到着・解散 

4:30 ⻑衛小屋出発

（至れり尽くせりプランと同じ行程）�� 

地元料理テント泊

地元の素材を使った
絶品「豚汁とおにぎ
り弁当」

重たい荷物は運ばずに
お手軽「テント泊」

POINT⑯

⻑衛小屋を利用する栗沢山と
甲斐駒ヶ岳ではご希望の⽅は
テント泊が可能です。テント
泊に必要な備品（テント、マッ
ト等）はご用意するため重た
い荷物を運ばなくてもOK♪
※シュラフはご持参下さい。

栗沢山と甲斐駒ヶ岳トレッ
キングの至れり尽せりプラ
ンでは 1日目の昼食で地元
の素材を使った絶品の豚汁
とおにぎり弁当が付きま
す。仙丈ヶ岳は絶品弁当♪

POINT⑮

温泉

静かな湯けむり
「芦安温泉郷」

POINT⑰

至れり尽せりプランでは温泉
が付きます。アルカリ泉質と
⻑命の湯として効能が自慢の
天然自噴温泉「岩園館」。源泉
かけ流しの大岩露天風呂をご
堪能下さい。

座学

地元のガイドが丁寧
に教えてくれる
「南アルプス座学」

POINT⑱

地元ガイドが山の自然や登
山の注意事項等を丁寧に教
えてくれます！地元ガイド
だからこそ知る歴史、文化、
山と生業の関係など楽しい
お話が盛りだくさんです♪

�料⾦：39,500 円（税込）
��旅行代⾦に含むもの
 �ツアー中の移動費 /ガイド料 /保険料 /
 �山岳館入場料 /食事代 /宿泊代 /温泉入浴料
� 最少催行人数：10名 �定員：16 名

甲斐駒ヶ岳

�料⾦：29,500 円（税込）
��旅行代⾦に含むもの
 �ガイド料 /保険料 /食事代 /宿泊代
� 最少催行人数：６名 �定員：16 名

1 日目：昼食・夕食�2日目：朝食・昼食

�難易度
�⻑衛小屋から甲斐駒ヶ岳をゆっくり登る中級者向けの登山

�実施日
�7/20∼ 21（⼟日） 9/25∼ 26（水⽊）

�移動手段
�ジャンボタクシー・南アルプス市営バス

食事

1日目：夕食�2日目：朝食・昼食

�添乗員
�登山ガイド 2名（参加者8名までのときは 1名）・添乗員 1
 �名が同行します。

�実施日
�8/7∼ 8（水⽊）  8/24∼ 25（⼟日）
�9/21 ∼ 22（⼟日）

食事

※行程は前後する可能性があります。
 帰りの電車の切符は時間に余裕をも
 たせることをお勧めいたします

眺望が絶景！水の山♪栗沢山トレッキング

（国⼟地理院地図に登山ルート・主要ポイント・時間を追記して掲載）

11:00 甲府駅集合
12:15 芦安山岳館（昼食・座学）
13:30 芦安山岳館出発
14:00 広河原到着 
15:00 広河原出発 

15:25 北沢峠到着 

15:35 ⻑衛小屋到着 
（徒歩：10分） 

（南アルプス市営バス：25分）

�行程
1 日目 ２日目

13:00 ⻑衛小屋到着 
13:15 北沢峠到着 
13:30 北沢峠出発 

13:55 広河原到着 
14:10 広河原出発
15:00 岩園館（入浴）
16:00 岩園館出発  ��� 
17:00 甲府駅到着 

（南アルプス市営バス：25分）

5:00 ⻑衛小屋出発
6:00 仙水小屋 ��  
7:00 仙水峠      
9:00 栗沢山（昼食）    

�行程

ヘッドライトをご持参下さい！

15:40 ⻑衛小屋集合 

1 日目

２日目

13:00 ⻑衛小屋到着・解散 

5:00 ⻑衛小屋出発
6:00 仙水小屋 ��  
7:00 仙水峠      
9:00 栗沢山（昼食）    

岩塊斜面や歴史
など、地元ガイ
ドが座学で丁寧
に解説します！

両プランともご希望の⽅はテ
ント泊が体験出来ます！お申
込時にお伝えください♪

両プランともご希望の⽅はテ
ント泊が体験出来ます！お申
込時にお伝えください♪

�料⾦：39,500 円（税込）
��旅行代⾦に含むもの
 �ツアー中の移動費 /ガイド料 /保険料 /
 �山岳館入場料 /食事代 /宿泊代 /温泉入浴料
� 最少催行人数：10名 �定員：16 名

栗沢山

�料⾦：29,500 円（税込）
��旅行代⾦に含むもの
 �ガイド料 /保険料 /食事代 /宿泊代
� 最少催行人数：6名 �定員：16 名

1 日目：昼食・夕食�2日目：朝食・昼食

�難易度
�⻑衛小屋から栗沢山をゆっくり登る中級者向けの登山

�実施日
�8/14 ∼ 15（水⽊） 

�移動手段
�ジャンボタクシー・南アルプス市営バス

食事

1日目：夕食�2日目：朝食・昼食

�添乗員
�登山ガイド 2名（参加者8名までのときは 1名）・添乗員 1
�名が同行します。

�実施日
�8/31 ∼ 9/1（⼟日）
�10/5 ∼ 6（⼟日） 

食事

※行程は前後する可能性があります。
 帰りの電車の切符は時間に余裕をも
 たせることをお勧めいたします

Ｎ
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登山コースと時間配分

⻑衛小屋

仙水小屋

仙水峠

栗沢山

仙水峠付近の岩塊斜面

魅力満喫プラン シンプルプラン 魅力満喫プラン シンプルプラン
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仙水峠

駒津峰双児山

甲斐駒ヶ岳



10 月∼ 11 月
白鳳渓谷ぐるり紅葉満喫

10 月∼ 11 月
秋の櫛形山トレッキング

広河原山荘の絶品ランチ 野呂川
林道からの眺望

広河原

大樺沢と北岳

南アルプスの山々

秋の味覚紅葉狩り

池の茶屋登山口付近 富士山の眺望



絶景！白鳳渓谷ぐるり紅葉満喫 紅葉狩り♪秋の櫛形山トレッキング

ここが Good ！ 26 のおすすめ POINT

雪化粧と紅葉 コケの世界

南アルプスの「雪化粧」
と「紅葉」

POINT⑳

白鳳渓谷のツアーでは南ア
ルプスの最高峰北岳の雄大
な姿が楽しめ、澄みきった
野呂川を渡る吊り橋から眺
める景色も絶景です。広河
原や奈良田の紅葉もゆっく
り散策しながら楽しめます。
櫛形山の紅葉も絶景です！

POINT⑲

地元食材 赤沢宿

雄大な山々に育まれた
「生業」や「歴史」

地元食材を使った真
心たっぷりの「絶品
ランチ」 白鳳渓谷のツアーでは雄大な

山々に育まれてきた奈良田や
赤沢宿を散策します。まちの
中を歩くと自然と人間が共存
してきた尊い暮らしを感じる
ことが出来ます。歴史的建造
物等に出会うことも出来ます。

都心からわずか 2時間
の「コケの世界」
都心からわずか2時間のもの
のけの森「櫛形山」では原生
林やコケの世界を楽しむこと
が出来ます。コウヤノマンネ
ングサとフジノマンネングサ
を同じ場所で同時に見れる珍
しいスポットもあります！

広河原山荘では食材にこだ
わった美味しいと有名なカ
レー等、ここでしか味わえ
ない絶品ランチを堪能出来
ます。カレー以外にも牛丼
等からお選び頂けます。

POINT21 POINT22 

10:00 夜叉神ヒュッテ到着

11:00 広河原到着

（散策：45 分 昼食 45 分）

12:30 広河原出発

13:30 奈良田到着

（散策：約 1 時間）

8:30 甲府駅集合

15:30 赤沢宿到着

16:15 赤沢出発宿 

17:00 道の駅富士川到着

17:30 道の駅富士川出発

18:30 甲府駅到着

14:30 奈良田出発 8:30 エコパ伊奈ヶ湖集合

（国⼟地理院地図に登山ルート・主要ポイント・時間を追記して掲載）

1:00

0:20
0:40

1:001:10

池ノ茶屋登山口

櫛形山

バラボタン平
祠頭

原生林
林道出合

エコパ伊奈ヶ湖
N

0 500 1000ｍ

�料⾦：18,000 円（税込）
 �

��旅行代⾦に含むもの
 �ツアー中の移動費 /保険料 /昼食代
 �※奈良田で入浴する場合は自己負担
� 最少催行人数：6名 �定員：8名

�行程

�添乗員
�添乗員 1名が同行します。

�難易度
�マイカー規制ルートの紅葉を許可車両で巡る散策ツアー

�実施日

�10/24（⽊） 10/27（⼟） 11/2（⼟）

櫛形山の紅葉

苔むした原生林

南アルプスの山々 富士山の眺望

秋の味覚愛らしい苔

�料⾦：12,500 円（税込）
 �

��旅行代⾦に含むもの
 �ツアー中の移動費 /ガイド料 /保険料 /
 �昼食代
� 最少催行人数：6名 �定員：15名

�実施日
�10/26（⼟） 10/30（水） 11/3（日）
�11/9（⼟） �11/10�（日）

移動手段
ジャンボタクシー

食事 昼食

�行程

�添乗員
�登山ガイド 1名・添乗員 1名が同行します。

�難易度
�櫛形山（標高2,052m）を池ノ茶屋登山道で登る初心者向け
�の登山

移動手段 ジャンボタクシー

食事 昼食

9:30 池ノ茶屋着・登山開始

(池ノ茶登山口までジャンボタクシーで移動 )

（昼食・休憩含め登山時間 7時間）

12:00 祠頭

15:00 エコパ伊奈ヶ湖到着・解散
※行程は前後する可能性があります。
 帰りの電車の切符は時間に余裕をも
 たせることをお勧めいたします

林道からの眺望

奈良田温泉

広河原山荘の絶品ランチ

赤沢宿（重要伝統的建造物群保存地区）

広河原

魅力満喫
プラン

シンプル
プラン



1 月∼ 2月
冬の櫛形山トレッキング

12 月∼ 3月
夜叉神峠 &ファーストエイド教室

スノーシュー体験 冬の味覚

登山道

富士山

動物の足跡

夜叉神峠

三角巾講習ツェルト設営

ザック搬送

ザック搬送



銀世界♪冬の櫛形山トレッキング 夜叉神峠&ファーストエイド教室

ここが Good ！ 26 のおすすめ POINT

雪景色

冬の澄んだ空気だから
こそ味わえる「感動的
な景色」
冬の澄んだ空気の中では雪
化粧した富士山や南アルプ
スの雄大な山々を眺めるこ
とが出来ます。
櫛形山から見る富士山、夜
叉神峠から見る白峰三山は
絶景です。

冬の味覚 地酒飲み比べ

南アルプスだからこ
そ味わえる「冬の味
覚」「旬のフルーツ」

宿泊ツアーだからこ
そ楽しめる
「地酒の飲み比べ」

南アルプスでとれる旬のフ
ルーツを贅沢に使ったチョコ
フォンヂュは絶品！
疲れた体に染み渡ること間違
いなしです♪

夜叉神峠&ファーストエイ
ド教室では地酒の飲み比べ
セットをご用意します。宿
泊ツアーだからこそ楽しむ
ことが出来る温泉と地酒で
ほっこり温まって下さい♪

スノーシュ―体験

雪山に慣れていない人
でも楽しめる「冬登山」
冬の櫛形山や夜叉神峠は雪山
に慣れていない人でも楽しむ
ことができます。充分な積雪
があればスノーシュー体験が
出来ます！先着 10名は無料で
軽アイゼンやスノーシューの
レンタルも可能です。

POINT23 POINT24�

8:30 エコパ伊奈ヶ湖集合

10:15 夜叉神ヒュッテ出発
11:45 夜叉神峠到着（昼食）
13:30 夜叉神ヒュッテ到着
14:15 芦安山岳館見学
15:30 岩園館到着

10:00 夜叉神ヒュッテ集合
9:15 芦安山岳館到着

12:00 昼食
ファーストエイド講習（座学）

13:00 屋外で実践演習 
15:00 芦安山岳館解散

9:00 岩園館出発

�料⾦：15,000 円（税込）
 �

��旅行代⾦に含むもの
 �ガイド料 /保険料 /昼食代
� 最少催行人数：6名 �定員：15名

�行程

�添乗員
�登山ガイド 1名、添乗員 1名が同行します。

�難易度
�櫛形山：中尾根登山口から登り、北尾根登山口を下りる中級者
�向けの登山

�実施日
�1/25（⼟） 2/1（⼟） 2/15（⼟）

夜叉神峠

ツェルト設営

ザック搬送

ザック搬送

三角巾講習

ストックを使った松葉杖

�料⾦：29,000 円（税込）
 �

��旅行代⾦に含むもの
 �ガイド料 /保険料 /食事代 /宿泊代 /
 �山岳館入場料
� 最少催行人数：6名�����定員：14名

�実施日

�12/7 ∼ 8（⼟日） ��2/8 ∼ 9（⼟日） 
��2/22 ∼ 23（⼟日）���3/7 ∼ 8（⼟日）

食事
昼食 �添乗員

�登山ガイド 1名・添乗員 1名が同行します。

�難易度
�夜叉神峠（標高 1,770m）をゆっくり登る初心者向けの登山 

移動手段 お客様の自家用車で移動して頂きます。

食事 1日目：昼食・夕食 2日目：朝食・昼食移動手段 下山後エコパ伊奈ヶ湖の駐車場まで徒歩となります。

9:00 中尾根登山口から登山開始

（昼食・休憩含め登山時間 7時間）

11:30 林道合流地点（昼食）

（積雪があれば林道でスノーシュ体験）

14:00 見晴らし平到着

15:30 北尾根登山口到着
16:00 エコパ伊奈ヶ湖到着・解散

雪山体験

スノーシュ体験

富士山の絶景

冬の味覚

中尾根登山口
エコパ伊奈ヶ湖

林道合流地点
2:3

1:30

1:30

北尾根登山口
見晴らし平

N
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1 日目 2日目

※行程は前後する可能性があります。

�行程先着 10名まで
スノーシュー、ス
トック、軽アイゼン
を無料でレンタルで
きます。（レンタル
しない⽅は必ずご持
参下さい。）
※積雪状況によりス
 ノーシュー体験が
 できない場合もご
 ざいます。

シンプル
プラン

シンプル
プラン

（国⼟地理院地図に登山ルート・主要ポイント・時間を追記して掲載）

（国⼟地理院地図に登山ルート・主要ポイント・時間を追記して掲載）

POINT25� POINT26�
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