－登山コース＆ハイキングコース－

茨城交通「山の旅」

（２０１７年４月～６月）

*******************************************************************************************
ｺｰｽ№ SI338J
（ハイキング A）体力度★☆☆☆☆ [歩程 ３：００]

花の百名山

カタクリ＆眺望の山

出発日：４月２日（日）

三毳山（みかもやま）

日本百名山

出発日：５月１３日（土）

日帰り

行

･･･三毳山（青竜ヶ岳 229m）･･･三毳神社･･･道の駅みかも
（13:30 頃）－入浴－鯉渕（17:05 頃）－水戸－勝田
みかも山公園のカタクリ イメージ
※天候状況により花の開花時期は前後します

*********************************************************************************************
ｺｰｽ№ SY216J
（登山初級 A）体力度★★☆☆☆ [歩程 ３：００]

奇岩と古い歴史の山を歩く
出発日：４月１６日（日）

霊山（りょうぜん）

吾妻の瞳（魔女の瞳）

こどもの村登山口（1４:00 頃）－入浴－勝田

食事条件：朝× 昼弁 夕×

見下し岩から見た霊山の岩山 イメージ

*********************************************************************************************
ｺｰｽ№ SY334J
（登山初級Ｂ）体力度★★☆☆☆ [歩程 ３：００]

荒船山（あらふねやま）

五色沼、鎌沼を巡る

出発日：５月２１日（日）

（18:55 頃）－水戸－鯉渕

（福島県）

日帰り

旅行代金（大人 1 名様）：１０,８００円
行

程：鯉渕－水戸－勝田（5:40 頃）－浄土平
（10:00 頃）･･･酸ガ平避難小屋･･･一切経山
（1949m）･･･鎌沼･･･浄土平（13:30 頃）

（群馬県・長野県）

日帰り

－入浴－勝田（19:05 頃）－水戸－鯉渕
食事条件：朝× 昼弁 夕×

旅行代金（大人 1 名様）：１３,０００円

五色沼 イメージ

*********************************************************************************************

程：勝田－水戸－鯉渕（5:40 頃）－内山峠（9:50 頃）
･･･艫岩展望台･･･荒船山（経塚山 1422m）･･･
荒船不動尊（14:00 頃）－入浴－鯉渕（19:25 頃）
－水戸－勝田
※小型バスで運行します

食事条件：朝× 昼弁 夕×

宿泊：雲取山荘

一切経山（いっさいきょうやま）

東物見岩（825m）･･･蟻の戸渡り･･･見下し岩･･･

行

雲取山 イメージ

*********************************************************************************************
ｺｰｽ№ SY217J
（登山初級 A）体力度★★☆☆☆［歩程 ２：３０］

（10:00 頃）･･･見下し岩･･･護摩壇･･･西物見岩･･･

出発日：４月２３日（日）

程：１日目
勝田－水戸－鯉渕（5:15 頃）－三峰神社
（9:30 頃）･･･霧藻ケ峰･･･白岩山･･･
雲取山荘（16:00 頃）
２日目
雲取山荘（7:00）･･･雲取山（2017m）･･･
七ツ石山分岐･･･堂所･･･鴨沢（12:00 頃）－
入浴－鯉渕（16:50 頃）－水戸－勝田
※中型バス又は小型バスで運行します

食事条件：1 日目 朝× 昼弁 夕○ ２日目 朝○ 昼弁 夕×

日帰り

程：鯉渕－水戸－勝田（6:00 頃）－こどもの村登山口

西上州の名峰

１泊２日

（福島県）

旅行代金（大人 1 名様）：１０,８００円
行

（埼玉県・東京都）

旅行代金（大人 1 名様）：２８,８００円

程：勝田－水戸－鯉渕（7:40 頃）－かたくりの里（9:30 頃）

食事条件：朝× 昼弁 夕×

2017 年の山

雲取山（くもとりやま）

（栃木県）

旅行代金（大人 1 名様）：８,２００円
行

*********************************************************************************************
ｺｰｽ№ SY520J
（登山中級）体力度★★★☆☆ [歩程 ①５：１５ ②４：００]

詳しい旅行条件を説明した書類をお渡ししておりますので、事前にご確認の上お申し込みください。
お申し込み後に、お客様のご都合でご旅行をお取消される場合、宿泊コースは 20 日前から、日帰りコ
ースは 10 日前からお取消料を申し受けますのでご了承願います。
「山の旅」の最少催行人員：
宿泊コース１８名様、日帰りコース２５名様（中型は２０名様・小型は１８名様）

茨城交通「山の旅」は、全コースお一人様からご参加 OK です！宿泊は相部屋になります。
荒船山 イメージ

*********************************************************************************************
※コース難易度等については、弊社ホームページ「バスツアー旅行」⇒「パンフレット」からご確認ください。

全コース、弊社専属の登山ガイド又は現地ガイドが同行いたします（バスガイドは付きません）。
指定乗車地のご案内（法令順守のため乗車地を限定させていただきます。ご理解ご協力をお願い申し上げます。茨大前(営)を除く各(営)と渡里車庫には駐車場がございます。）
勝田(営)･勝田駅西口･浜田(営)･水戸駅北口･大工町･茨大前(営)･渡里車庫･赤塚駅北口･双葉台団地入口･鯉渕(営)

茨城交通「山の旅」

－登山コース＆ハイキングコース－
（２０１７年４月～６月）

**********************************************************************************************
ｺｰｽ№ SY335J
（登山初級 A）体力度★★☆☆☆ [歩程 ４：１０]

那須茶臼岳（なすちゃうすだけ）
南月山（みなみがっさん）

日本百名山
ミネザクラ咲く

出発日：５月２８日（日）

ツツジと展望の山

（栃木県）

赤城山の最南端
荒山（あらやま）・鍋割山（なべわりやま）

出発日：６月１８日（日）

（群馬県）

日帰り

旅行代金（大人 1 名様）：１０,３００円

日帰り

行

旅行代金（大人 1 名様）：１０,８００円
行

**********************************************************************************************
ｺｰｽ№ SY336J
（登山初級 A）体力度★★☆☆☆ [歩程 ４：１０]

程：勝田－水戸－鯉渕（6:15 頃）－姫百合駐車場（9:00 頃）･･･荒山高原･･･荒山（1571m）･･･荒山高原
･･･鍋割山（1332m）･･･荒山高原･･･姫百合駐車場（14:30 頃）－入浴－鯉渕（18:45 頃）－水戸－

程：勝田－水戸－鯉渕（6:15 頃）－

勝田

那須ロープウェイ山麓駅～山頂駅（9:30 頃）
･･･茶臼岳（1898m）･･･南月山（1776m）
･･･峰の茶屋跡･･･峠の茶屋駐車場（14:45 頃）
－入浴－鯉渕（18:40 頃）－水戸－勝田
茶臼岳頂上

食事条件：朝× 昼弁 夕×

イメージ

**********************************************************************************************
ｺｰｽ№ SY677J
（登山初級 A）体力度★★☆☆☆ [歩程 ３：３０]

花の百名山

レンゲツツジ咲く

出発日：６月４日（日）

根子岳（ねこだけ）

（長野県）

日帰り

荒山高原から鍋割山へ イメージ

食事条件：朝× 昼弁 夕×

旅行代金（大人 1 名様）：１１,８００円
行

*********************************************************************************************
指定乗車地のご案内（法令順守のため乗車地を限定させていただきます。ご理解ご協力をお願い申し上げます。茨大前(営)を除く各(営)と渡里車庫には駐車場がございます。）

程：勝田－水戸－鯉渕（5:40 頃）－菅平牧場（10:00 頃）
･･･峰の原･･･根子岳（2207m）･･･菅平牧場（14:30 頃）

勝田(営)･勝田駅西口･浜田(営)･水戸駅北口･大工町･茨大前(営)･渡里車庫･赤塚駅北口･双葉台団地入口･鯉渕(営)

－入浴－鯉渕（19:55 頃）－水戸－勝田
根子岳頂上 イメージ
写真提供：長野県観光機構

食事条件：朝× 昼弁 夕×

**********************************************************************************************
ｺｰｽ№

SY218J

日本百名山

（登山初級Ｂ）体力度★★☆☆☆ [歩程

バンダイクワガタを見に行こう

出発日：６月１１日（日）

磐梯山（ばんだいさん）

４：３５]

（福島県）

日帰り

旅行代金（大人 1 名様）：１１,８００円
行

程：鯉渕－水戸－勝田（6:00 頃）－八方台登山口（10:00 頃）

詳しい旅行条件を説明した書類をお渡ししておりますので、事前にご確認の上お申し込みください。
お申し込み後に、お客様のご都合でご旅行をお取消される場合、宿泊コースは 20 日前から、日帰りコ
ースは 10 日前からお取消料を申し受けますのでご了承願います。
「山の旅」の最少催行人員：
宿泊コース１８名様、日帰りコース２５名様（中型は２０名様・小型は１８名様）

*********************************************************************************************
旅行企画・実施 茨城県知事登録旅行業第２－５９４号

（一社）全国旅行業協会正会員

〒310-0055 茨城県水戸市袴塚３－５－３６ 総合旅行業務取扱管理者

茨城交通株式会社

武田洋一

旅行部（営業時間 9:10～18:00）

TEL:029-251-3125 FAX:029-251-3276

･･･中の湯跡･･･弘法清水･･･磐梯山（1816m）･･･小金清水
･･･火口原･･･裏磐梯スキー場（15:45 頃）－入浴－勝田
（20:45 頃）－水戸－鯉渕

ツアーのお申込み・お問い合わせ専用フリーコール

0120-972-351（9:10～18:00）

日帰りツアーは、弊社ホームページからもお申込みいただけます（24 時間）
食事条件：朝× 昼弁 夕×

磐梯山山頂から望む猪苗代湖 イメージ

**********************************************************************************************

茨城交通

旅行

検索

