－登山コース＆ハイキングコース－

茨城交通「山の旅」

（２０１７年７月～９月）

*******************************************************************************************
ｺｰｽ№ SY219J
（登山中級）体力度★★★☆☆ [①4:00 ②4:00]

一度は歩いてみたい

出羽三山（でわさんざん）

三山参りと花の宝庫

出発日：７月１日（土）

（山形県）

１泊２日

日本三大雪渓と高山植物の宝庫
出発日：７月２１日（金）

程：①鯉渕－水戸－勝田（4:40 頃）－仙人沢（10:30 頃）

程：①②勝田－水戸－鯉渕（23:30 頃）－
－猿倉（6:30 頃）･･･大雪渓･･･白馬山荘
（14:30 頃

･･･月山頂上小屋（15:30 頃

③白馬山荘（6:00）･･･白馬岳（2932m）

泊）

泊）

②月山頂上小屋（7:00）･･･二の岳･･･弥陀ヶ原

･･･白馬大池･･･栂池自然園（13:30 頃）

（10:00 頃）－羽黒山頂駐車場（12:40 頃）･･･

＝ロープーウェイ＝栂池高原－入浴－鯉渕

出羽三山神社･･･羽黒山登山口（13:45 頃）－入浴－

（21:20 頃）－水戸－勝田

ニッコウキスゲ大群落を巡る

雄国沼（おぐにぬま）

出発日：７月５日（水）
・９日（日）

（福島県）

日帰り

（14:30 頃）－入浴－勝田（18:30 頃）－水戸－鯉渕
雄国沼 イメージ

*********************************************************************************************
ｺｰｽ№ SY679J
（登山初級Ａ）体力度★☆☆☆☆ [歩程 2:30]

出発日：７月３０日（日）

日帰り

雲上の大縦走

行

･･･雄国休憩舎･･･雄国沼周遊･･･雄国休憩舎･･･雄子沢登山口

高峰山（たかみねやま）

宿泊：①車中

イメージ

②白馬山荘

*********************************************************************************************
ｺｰｽ№ SY680J
（登山中級）体力度★★★☆☆［歩程 ②5:15 ③6:40 ④6:50］

北アルプスの大パノラマ

出発日：８月２５日（金） 夜行２泊４日

程：鯉渕－水戸－勝田（6:15 頃）－雄子沢登山口（10:00 頃）

日本花の百名山

食事条件：①朝×昼×夕× ②朝×昼×夕○ ③朝○昼弁夕×

白馬大雪渓

（長野県）

燕岳（つばくろだけ） 大天井岳（おてんしょうだけ） 常念岳（じょうねんだけ）

旅行代金（大人 1 名様）：１１,２００円

食事条件：朝× 昼弁 夕×

※軽アイゼンをご用意ください。
※山岳保険（登山保険）にご加入ください。

月山頂上と雲海奥の鳥海山 イメージ

宿泊：月山頂上小屋

*********************************************************************************************
ｺｰｽ№ SI225J
（ハイキングＢ）体力度★★☆☆☆ [歩程 3:30]

行

夜行１泊３日

･･･湯殿山神社･･･装束場･･･牛首･･･月山（1980m）

食事条件：①朝×昼×夕○ ②朝○昼○夕×

（長野県）

白馬八方バスターミナル（現地バス乗換）

勝田（21:00 頃）－水戸－鯉渕

行

白馬岳（しろうまだけ）

旅行代金（大人 1 名様）：４４,８００円
行

旅行代金（大人 1 名様）：３６,８００円
行

*********************************************************************************************
ｺｰｽ№ SY678J
（登山中級）体力度★★★☆☆ [歩程 ②5:15 ③6:00]

（長野県）

旅行代金（大人 1 名様）：１１,５００円

程：勝田－水戸－鯉渕（5:40 頃）－車坂峠（10:00 頃）･･･高峰山（2106m）･･･高峰温泉－兎平･･･

池の平湿原･･･三方ヶ峰･･･兎平（13:30 頃）－入浴－鯉渕（19:15 頃）－水戸－勝田
食事条件：朝× 昼弁 夕×

*********************************************************************************************
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。
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）。

旅行代金（大人 1 名様）：５９,８００円

程：①②勝田－水戸－鯉渕（23:40 頃）－中房温泉
（6:00 頃）･･･合戦小屋･･･燕山荘･･･
燕岳（2763m）･･･燕山荘（1２:30 頃 泊）
③燕山荘（6:00）･･･大天荘･･･大天井岳（2922m）
･･･大天荘･･･常念小屋（14:15 頃 泊）
④常念小屋（6:00）･･･常念岳（2857m）･･･前常念岳
･･･三股登山口（14:30 頃）－入浴－鯉渕（21:15 頃）
－水戸－勝田
※往路は中型バス、復路は小型バスで運行します。
※山岳保険（登山保険）にご加入ください。

食事条件：①朝×昼×夕× ②朝×昼×夕○ ③朝○昼弁夕○ ④朝○昼弁夕×

燕山荘と燕岳 イメージ

宿泊：①車中

②燕山荘

③常念小屋

*********************************************************************************************
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（各コースに明記がある場合を除く）：
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）
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。）

※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。

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)

－登山コース＆ハイキングコース－

茨城交通「山の旅」

（２０１７年７月～９月）

**********************************************************************************************
ｺｰｽ№ SY337J
（登山初級Ｂ）体力度★★☆☆☆ [歩程 4:10]

～山の日登山～

谷川岳（たにがわだけ）

日本百名山

出発日：８月１１日（金）

**********************************************************************************************
ｺｰｽ№ SY338J
（登山中級）体力度★★☆☆☆ [歩程 ①1:15 ②3:35]

木曽駒ヶ岳（きそこまがたけ）
宝剣岳（ほうけんだけ）

中央アルプスの主峰と岩山

（群馬県）

出発日：９月３０日（土）

日帰り

１泊２日

旅行代金（大人 1 名様）：１３,３００円

旅行代金（大人 1 名様）：３５,８００円

行

行

程：勝田－水戸－鯉渕（5:10 頃）－土合口＝

（長野県）

程：①勝田－水戸－鯉渕（4:10 頃）－菅の台バスセンター（現地バスへ乗換）＝しらび平＝ロープーウェイ

ロープーウェイ＝天神平（9:15 頃）･･･

＝千畳敷（11:30 頃）･･･宝剣山荘･･･宝剣岳（2931）･･･宝剣山荘（13:30 頃

泊）

熊穴沢避難小屋･･･肩ノ小屋･･･

②宝剣山荘（6:30）･･･木曽駒ヶ岳（2956m）･･･濃ヶ池･･･千畳敷（11:00 頃）＝ロープーウェイ＝

谷川岳（トマノ耳 1963m、オキノ耳 1977m）

しらび平＝菅の台バスセンター（12:30 頃現地バスから乗換）－入浴－鯉渕（19:20 頃）－水戸

･･･天神平（14:45 頃）＝ロープーウェイ＝

－勝田

※山岳保険（登山保険）にご加入ください。

土合口－入浴－鯉渕（20:00 頃）－水戸－勝田
食事条件：朝× 昼弁 夕×

谷川岳 イメージ

**********************************************************************************************
ｺｰｽ№ SY681J
（登山初級 A）体力度★★☆☆☆ [歩程 1:50]

アルプスの眺望と高山植物

北八ケ岳 北横岳（きたよこだけ）

出発日：９月３日（日）

日帰り

（長野県）
食事条件：①朝×昼×夕○
②朝○昼○夕×

旅行代金（大人 1 名様）：１３,８００円
行

程：勝田－水戸－鯉渕（5:40 頃）－北八ケ岳ロープウェイ山麓駅

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

＝ロープーウェイ＝山頂駅（11:00 頃）･･･北横岳（2472m）

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。）

･･･坪庭･･･山頂駅（14:00 頃）＝ロープーウェイ＝山麓駅－

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（20:20 頃）－水戸－勝田
食事条件：朝× 昼弁 夕×

坪庭 イメージ

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

SY415A

（登山初級Ａ）体力度★★☆☆☆ [歩程

山村集落とマンジュシャゲの巾着田

日和田山（ひわだやま）

3:20]

（埼玉県）

出発日：９月１４日（木）
・２４日（日）
旅行代金（大人 1 名様）：１０,８００円
行

日帰り

程：勝田－水戸－鯉渕（6:10 頃）－東吾野駅（9:10 頃）
･･･ユガテ･･･ヤセオネ峠･･･日和田山（305m）･･･
巾着田（13:30 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

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

ツアーのお申込み・お問い合わせ専用フリーコール
日和田山遠景 イメージ

（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

見学）－入浴－鯉渕（17:50 頃）

－水戸－勝田
食事条件：朝× 昼弁 夕×

千畳敷カールと宝剣岳 イメージ
提供：宮田村観光協会

宿泊：宝剣山荘

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）
茨城交通

旅行

検索

