
■宿泊／１日目：アンビエント安曇野　２日目：燕山荘
■登山ガイド／２日目・３日目同行します
■体力難易度／★★★　　　■歩程／２日目：６時間　３日目：４時間
■標高差／２日目＋1,300ｍ　３日目：－1,260ｍ

33,00033,000円円

体　力
難易度

20162016山を愛でる山を愛でる

★印の数の4段階で難易度（体力・技術・知識・装備等）順に表示してございますので、目安としてご参考
下さい。但し、安全性の比較ではありません。山岳地帯は標高、気象条件、季節により一様ではなく条
件により難易度が高くなります。山行は自己責任となりますので参加者各自充分ご留意下さい。

★（初心者）
行程が短く、ルートも良く整備されていて、特別な技術・体力がなくて
も、初心者・初級者でも比較的安心して参加できます。但し、日常歩く訓
練は充分必要です。（歩程：4時間以内・標高差：500m以内）
★★（中級者）
日頃から山歩きを楽しまれている方なら充分可能です。コースにより
一部体力が必要とされる場合もございますが、通常一般的な登山コー
スです。（歩程：4時間～6時間程度・標高差：500m～800m）

★★★（中上級者）
歩行、標高差が比較的大きいコースで、行程中に鎖場、ロープ、梯子があ
る場合があります。初級者にはきつい山行ですが、歩きごたえがある
コースです。（歩程：6時間～8時間・標高差：800m～1,200m）
★★★★（上級者／健脚）
歩行距離・時間・標高差が長く大きいコースです。健脚向きで体力・経
験・知識・装備等の備えが必要となります。初心者及び高齢者には困難
な山行となります。（歩程：8時間以上・標高差：1,200m以上）

コースに要する標準的な所要時間の
合計（休憩除く）です。気象条件・参加
人数等により異なります。

歩　　程

上り、下りの開始時間から途中、又は
終了地点までの差を表します。但し、
コース途中にアップダウンが入る場合
もございます。（累積ではありません）

標 高 差

カインドシェリー
ポイントカードのご案内

シールの基準（旅行日数1日につき1枚）

★シール25枚でカード1冊となり、次回参
加の募集型旅行商品の代金から、2,000円
を割引致します。
※現金との交換はできません。

以降１泊につき１枚プラスと
なります。※但し、夜行分は含
みません。（例：日帰り夜行は
１枚）※海外の場合は機中を
含む。（例：3泊5日は5枚）

日帰り
1泊2日
2泊3日
3泊4日
4泊5日

1枚
2枚
3枚
4枚
5枚

No.617

旅行代金 出発日相部屋　※小人不可

●募集人員：25名
●最少催行人員：20名
●募集人員：25名
●最少催行人員：20名

８/18㈭８/18㈭

１泊２日 ●標高／2,236ｍ

■宿泊／御浜小屋　　　　　■登山ガイド／同行します
■体力難易度／★★★　　　■歩程／１日目：２時間　２日目：７時間
■標高差／１日目：540ｍ　２日目：＋536ｍ・－1,076ｍ

夕

朝

弁

①

②

白河（営）―郡山駅前（５：40）―福島駅前（７：00）―〈東北道・山形道〉

―道の駅鳥海（自由食）―（鳥海ブルーライン）―鉾立登山口……

賽の河原………御浜小屋（泊）　※到着後鳥海湖付近散策

御浜小屋（６：00）……御田ケ原分岐……七五三掛……鳥海山／新山

（2,236ｍ／往復）……鉾立登山口―鳥海温泉（入浴）―道の駅鳥海―

〈山形道〉―福島駅前（21：20頃）―郡山駅前（22：40頃）―白河（営）

花の 鳥海山 登山

燕岳（鈴木哲也 撮影）燕岳（鈴木哲也 撮影）

福島交通観光
本社／福島市東浜町7-8    TEL024（531）8950

総合旅行業務取扱管理者　穴澤芳之

福 島 支 店
相馬営業所
川俣営業所
二本松営業所
郡 山 支 店
須賀川営業所

（531）8953
（36）6798
（566）5853
（23）0123
（944）3380
（75）3184

白河営業所
石川営業所
棚倉営業所
船引営業所
小野営業所

（23）3151
（26）2151
（33）2151
（82）1101
（72）2816

旅行企画・実施 お申込・お問い合せは
観光庁長官登録旅行業第1034号　　　㈳日本旅行業協会正会員

http://www.fkk21.com 旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行契約に関し、
担当者からの説明にご不明な点があれば、ご遠慮なく上記の旅行業務取扱管理者にお訊ねください。

■お問い合せ・お申込みは

募集型企画旅行条件（お申し込みの際には、必ずお読み下さい。） ※くわ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、お申込みください。

■旅行のお申込みと契約の成立時期
1）お申込みは所定の旅行申込書に記入し、申込金を添えてお申込みください。申込金
は、旅行代金又は取消料若しくは違約料のそれぞれ一部として取扱います。また旅
行契約は、当社が予約を承諾し、申込書と申込金を受理した時に成立するものとし
ます。

2）当社は電話・郵便・ファクシミリその他の通信手段による募集型企画旅行契約の
予約を受付けます。この場合、お客様は当社が予約の承諾の旨を通知した翌日か
ら起算して3日以内に、申込書と申込金を提出していただきます。

■旅行代金
　旅行者は、旅行開始日までの契約書面に記載する期日までに、当社に対し、契約書
面に記載する金額の旅行代金をお支払い頂きます。
■旅行契約内容の変更
　当社は、天変地異、戦乱、暴動、運送、宿泊機構等の旅行サービス提供の中止、官公署
の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他の当社の関与し得な
い事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ない
ときは、旅行者にあらかじめ速やかに当該事由が関与し得ないものである理由及び
当該事由との因果関係を説明し、旅行日程、旅行サービスの内容その他の募集型企
画旅行契約の内容を変更することがあります。ただし、緊急の場合において、やむを
得ないときは変更後に説明します。

■取消料
　申し込み後、お客様の都合によりお取消の場合、下記の料率で取消料を申し受けます。

　※日帰りの場合　旅行開始日の10日前～8日前は旅行代金の20％、7日前以降は
　　上記料率適用となります。

■最少催行人員／各コースに明記
　お客様が最少催行人員に満たないとき、旅行の実施を中止することがあります。
　中止の場合には、旅行開始日の14日前迄にご連絡致します。（日帰りは４日前）
■旅程保証
　当社は、契約内容の重要な変更が生じた場合には、旅行代金に、決められた料率を乗
じた額以上の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内に支払います。

■添乗員／同行いたします。
■特別補償
1）当社は、当社の責任が生じるか否かを問わず、特別補償規程で定めるところによ
り、旅行者が募集型企画旅行参加中にその生命、身体又は手荷物の上に被った一
定の損害について、あらかじめ定める額の補償金及び見舞金を支払います。

2）前項の損害について当社が規定に基づく責任を負うときは、その責任に基づいて
支払うべき損害賠償の額の限度において、当社が支払うべき前項の補償金は、当該
損害賠償金とみなします。

3）前項に規定する場合において、第1項の規定に基づく当社の補償金支払義務は、当社
が前条第一項の規定に基づいて支払うべき損害賠償金に相当する額だけ縮減する
ものとします。

■個人情報の取扱い
　お申込いただいた旅行の手配のために必要な範囲内での運送・宿泊機関等その他へ
個人情報を利用させていただきます。よりよい旅行商品の開発や、旅行案内をお客様
にお届けするために必要最小限の範囲で個人情報を利用させていただきます。
　ご同意の上、お申込み下さい。
　※その他事項は、国土交通省認可の当社旅行業約款によります。
　※この旅行条件は、2016年4月1日を基準としております。又、旅行代金は2016年
　4月1日現在の有効な運賃・規則を基準として算出しております。
■乗降地限定コース
　平野車庫・福島駅前・郡山駅前・須賀川（営）・ローソン白河インター店の５ヶ所とな
ります。

国
内

取消日
取消料（旅行代金の）

20～8日前
20％

7～2日前
30％

前　日
40％

当　日
50％

開始後の不参加
100％

福島交通観光

日本百名山
花の百名山

１泊２日　●標高／2,065ｍ

●募集人員：各24名　●最少催行人員：18名●募集人員：各24名　●最少催行人員：18名

No.614

三つ岩岳登山と尾瀬沼ハイキング

27,80027,800円円

旅行代金 出発日※小人不可

7/13㈬ ９/27㈫

■宿泊／桧枝岐民宿（分宿）　　■登山ガイド／同行します
■体力難易度／★★★　　　　■歩程／１日目：２時間30分　２日目：６時間30分
■標高差／２日目：1,270ｍ

①

福島駅前（５：30）―郡山駅前（６：40）―白河（営）―道の駅しもごう―
舘岩―御池―（シャトルバス）―沼山峠口……沼山峠……大江湿原……
尾瀬沼（自由散策／約１時間）…沼山峠口―御池―桧枝岐温泉（泊／17：00頃）

桧枝岐（７：00）―小豆温泉登山口…三つ岩小屋…三つ岩岳（2,065ｍ／往復）…
小豆温泉登山口―きらら289（入浴）―道の駅しもごう―白河（営）―
郡山駅前（19：40頃）―福島駅前（21：00頃）

②

乗 降 地 の ご 案 内
■南下する場合／磐越道利用の場合
保原バスセンター̶平野バスターミナル̶福島駅前̶
二本松（営）̶ 本宮̶郡山駅前̶須賀川（営）̶ 白河（営）
 ※日帰りの場合は平野バスターミナル発着

■北上する場合
白河（営）̶ 須賀川（営）̶ 郡山駅前̶本宮̶
二本松（営）̶ 福島駅前̶平野バスターミナル
 ※須賀川（営）、郡山駅前始発となる場合があります。

■乗降地限定の場合
平野バスターミナル̶福島駅前 （̶高速）̶
郡山駅前̶須賀川（営）̶ 白河IC（ローソン）

56,00056,000円円

No.619

旅行代金 出発日相部屋　※小人不可

●募集人員：25名
●最少催行人員：15名
●募集人員：25名
●最少催行人員：15名

7/20㈬7/20㈬

２泊３日 ●標高／2,763ｍ

夕

朝

①

②

福島駅前（６：10）―郡山駅前（７：30）―白河（営）―〈東北道・
上信越道（横河SA自由食）〉―真田丸大河ドラマ館―〈上信越道〉―
大王わさび農場―安曇野（泊／16：00頃）

安曇野（７：00）―燕岳登山口……（合戦尾根コース）……合戦小屋……
燕岳（2,763ｍ）……燕山荘（泊／15：30頃）

燕山荘（６：30）……合戦小屋……登山口……中房温泉（入浴／自由食）―
〈上信越道・東北道〉―白河（営）―郡山駅前（19：10頃）―
福島駅前（20：30頃）

ゆったり 燕岳 登山
花の
百名山

夕

弁

朝

弁

夕

１泊２日　●標高／2,956ｍ

●募集人員：各30名　●最少催行人員：22名●募集人員：各30名　●最少催行人員：22名

No.615

木曽駒ケ岳 登山

34,80034,800円円

旅行代金 出発日相部屋　※小人不可

7/26㈫９/25㈰

■宿泊／宝剣山荘　　　　■登山ガイド／同行します
■体力難易度／★★　　　■歩程／１日目：１時間　２日目：６時間
■標高差／１日目：250ｍ　２日目：345ｍ

①

福島駅前（５：30）―郡山駅前（６：30）―白河IC―〈東北道・北関東道〉―
〈中央道〉―菅の台（乗り換え）＝しらび平＝（ロープウェイ）＝千畳敷…
乗越浄土（泊／16：00頃）

乗越浄土（５：00）…木曽駒ケ岳（2,956ｍ）…濃ケ池…駒飼ノ池…乗越浄土…
千畳敷＝（ロープウェイ）＝しらび平―菅の台―早太郎温泉（入浴）―
〈上信越道・東北道〉―白河IC―郡山駅前（22：00頃）―福島駅前（23：00頃）

② 弁

朝

夕

日帰り　●標高／953ｍ

●募集人員：各35名　●最少催行人員：19名●募集人員：各35名　●最少催行人員：19名

No.616

飯豊連峰の大展望 倉手山登山

9,4009,400円円

旅行代金 出発日※小人不可

6/22㈬ 7/２㈯

■登山ガイド／同行します　　　■体力難易度／★★
■歩程／３時間30分　　　　　　■標高差／650ｍ

①

郡山駅前（５：10）―――福島駅前（６：30）―――米織観光センター（休憩）――

倉手山登山口…………倉 手 山（953ｍ／往復）…………登　山　口…………

国 民 宿 舎 梅 花 皮 荘（入浴）――――――めざみの里物産館――――――

福島駅前（18：40頃）―郡山駅前（20：00頃）

弁

日本
百名山

添乗員同行の
あんしんプラン

弁
弁

乗降地限定

１泊２日　●標高／2,354ｍ

●募集人員：25名　●最少催行人員：18名●募集人員：25名　●最少催行人員：18名

No.618

チャツボミゴケ公園と四阿山登山

29,80029,800円円

旅行代金 出発日相部屋　※小人不可

7/15㈮ ９/30㈮

■宿泊／草津白根観光ホテル桜井　　　■登山ガイド／同行します
■体力難易度／★★　　　　　　　　　■歩程／２日目：４時間
■標高差／２日目：310ｍ

①

福島駅前（５：30）―郡山駅前（６：40）―白河（営）―〈東北道・
北関東道〉―浅間酒造（昼）―穴地獄・チャツボミゴケ公園散策―
草津温泉（泊／15：50頃）

草津温泉（８：00）―パルコール妻恋＝（ゴンドラ）＝頂上駅………
四阿山（2,354ｍ）……頂上駅＝（ゴンドラ）＝パルコール妻恋（入浴）―
〈北関東道・東北道〉―白河（営）―郡山駅前（20：20頃）―福島駅前（21：40頃）

② 弁

朝

昼

夕

日本
百名山

傷害保険は、旅行申込と同時に自動加入となり旅行代金に含まれます。体力難易度★～★★は、死亡・後遺障害 2,865 千円、入院日額 1,500 円、
通院日額1,000円、★★★以上は、死亡・後遺障害5,700千円、入院日額3,000円、通院日額2,000円となります。(登山用具「ピッケル・アイゼン等」
を使用する場合を除く )　万一、事故等が発生した場合に要する費用はお客様の負担になりますので、任意保険のご加入をおすすめします。

旅行傷害保険
のおすすめ



5/24㈫

■登山ガイド／同行します　　　 ■体力難易度／★
■歩程／３時間30分　　　　　　■標高差／580ｍ

①

須賀川（営）―郡山駅前（６：10）―福島駅前（７：30）―
〈東北道〉―泉ケ岳表登山口……胎内くぐり……
泉ケ岳（1,172ｍ）……賽の河原……（水神コース）…
スキー場駐車場―入浴―〈東北道〉―
福島駅前（18：30頃）―郡山駅前（19：50頃）―
須賀川（営）

弁

１泊２日　●標高／1,585ｍ

●募集人員：各35名　●最少催行人員：21名●募集人員：各35名　●最少催行人員：21名

No.606

八甲田山登山と奥入瀬渓流ハイキング

日帰り　●標高／1,172ｍNo.601

山野草の宝庫 泉ケ岳 登山

29,90029,900円円

旅行代金 出発日相部屋　※小人不可

7/10㈰ ９/29㈭

■宿泊／酸ヶ湯温泉旅館　　　　■登山ガイド／同行します
■体力難易度／★★　　　　　　■歩程／１日目：２時間30分　２日目：５時間
■標高差／２日目：665ｍ

①

郡山駅前（５：00）―福島駅前（６：10）―〈東北道〉―

奥入瀬渓流ハイキング（銚子大滝……九段の滝……白糸の滝……雲井の滝……

阿修羅の流れ……石ケ戸）―酸ヶ湯温泉（泊／15：50頃）

酸ヶ湯温泉（７：30）………仙人岱………八甲田大岳（1,585ｍ）……毛無岱……

酸ヶ湯温泉（入浴）―〈東北道〉―福島駅前（20：30頃）―

郡山駅前（21：50頃）

② 弁

朝

弁

夕

持倉鉱山跡持倉鉱山跡

鳥海山鳥海山泉ケ岳泉ケ岳

焼石岳焼石岳七ヶ岳七ヶ岳

●募集人員：各35名　●最少催行人員：22名●募集人員：各35名　●最少催行人員：22名

9,9009,900 円円
旅行代金

出 発 日

※小人不可

10/８㈯

■登山ガイド／同行します　　　　　■体力難易度／★★
■歩程／５時間（行動６時間30分）
■標高差／950ｍ（累積＋440ｍ・－1,170ｍ）

①

須賀川（営）―郡山駅前（５：40）―福島駅前（６：50）―
〈東北道〉―刈田峠……前山（1,684ｍ）……
杉ケ峰（1,744ｍ）…芝草平…屏風岳（1,825ｍ）…
不忘山（1,705ｍ）…弘法清水…白石スキー場―
白石（入浴）―〈東北道〉―福島駅前（18：00頃）―
郡山駅前（19：20頃）―須賀川（営）

弁

日帰り　●標高／1,825ｍNo.602

南蔵王縦走 杉ケ峰～屏風岳～不忘山登山

●募集人員：各30名　●最少催行人員：20名●募集人員：各30名　●最少催行人員：20名

9,8009,800 円円
旅行代金

出 発 日

※小人不可

■登山ガイド／同行します　　■体力難易度／★★
■歩程／４時間（行動６時間）　■標高差／555ｍ（累積1,100ｍ）

①

福島駅前（５：40）―郡山駅前（６：40）―白河IC―

〈東北道〉―鳴虫山登山口……神ノ主山……

鳴虫山（1,103ｍ）…独標…やしおの湯（入浴）―

〈東北道〉―白河IC―郡山駅前（18：10頃）―

福島駅前（19：10頃）

弁

日帰り　●標高／1,103ｍNo.603

日光 鳴虫山 登山

●募集人員：各30名　●最少催行人員：20名●募集人員：各30名　●最少催行人員：20名

9,9009,900 円円
旅行代金

出 発 日

※小人不可

５/２㈪・　　19㈬10/

6/

■登山ガイド／同行します　　　　　 ■体力難易度／★★★
■歩程／５時間30分（行動７時間）　　■標高差／930ｍ

■登山ガイド／同行します　　■体力難易度／★★
■歩程／４時間30分　　　　　■標高差／680ｍ

①

須賀川（営）―郡山駅前（５：40）―福島駅前（６：50）―

米沢（休憩）―森林公園駐車場……白兎登山口…

展望台…葉山神社…奥の院（1,237ｍ／往復）…

森林公園駐車場―南陽（入浴）―福島駅前（19：10頃）―

郡山駅前（20：30頃）―須賀川（営）

弁

日帰り　●標高／1,237ｍNo.605

歴史と信仰の山 葉山（長井） 登山

●募集人員：各25名　●最少催行人員：20名●募集人員：各25名　●最少催行人員：20名

10,20010,200 円円 10,00010,000 円円 11,00011,000 円円
旅行代金

出 発 日

※小人不可
10/13㈭19㈰・　　14㈮

①

福島駅前（５：50）・郡山駅前―白河（営）―
道の駅しもごう―たかつえスキー場………
七ケ岳登山口………賽の河原………七ケ岳本峰
（1,636ｍ／折り返し）………七ケ岳登山口……
たかつえスキー場（入浴）―道の駅しもごう―
白河（営）―郡山駅前（18：20頃）―福島駅前（18：40頃）

弁

日帰り　●標高／1,636ｍNo.608

奥会津 紅葉の七ケ岳登山

●募集人員：各35名　●最少催行人員：23名●募集人員：各35名　●最少催行人員：23名

福島～二本松～本宮乗車福島～二本松～本宮乗車

10/18㈫
郡山～須賀川～白河乗車郡山～須賀川～白河乗車

旅行代金

出 発 日

※小人不可

■登山ガイド／同行します　　　■体力難易度／★★
■歩程／約４時間　　　　　　　■標高差／470ｍ

①

郡山駅前（５：00）―福島駅前（６：10）―〈東北道〉―

姥沢下駅＝（リフト）＝上駅……姥ケ岳……

月山山頂（1,980ｍ）…牛首…上駅＝（リフト）＝

下駅―〈山形道〉―花咲か温泉（入浴）―〈山形道〉―

福島駅前（19：50頃）―郡山駅前（21：10頃）

弁

日帰り　●標高／1,980ｍNo.609

花と紅葉の月山登山

●募集人員：各35名　●最少催行人員：23名●募集人員：各35名　●最少催行人員：23名

旅行代金

出 発 日

※小人不可

10/ ７/３㈰・　　12㈬10/

日本百名山
花の百名山

日本百名山
花の百名山

１泊２日　●標高／860ｍ

●募集人員：各25名　●最少催行人員：18名●募集人員：各25名　●最少催行人員：18名

福島～二本松
　　～本宮乗車
福島～二本松
　　～本宮乗車

No.600

持倉鉱山跡ハイキングと紅葉の弘法大師の五頭山・五ノ峰登山

27,50027,500円円

旅行代金 出発日相部屋　※小人不可

10/23㈰
郡山～須賀川
　　～白河乗車
郡山～須賀川
　　～白河乗車

10/21㈮

■宿泊／清風苑　　■体力難易度／★★
■歩程／１日目：２時間　２日目：４時間
■標高差／２日目：750ｍ

①

福島駅前（６：00）・白河（営）―郡山駅前（７：10）―〈磐越道〉―

阿賀の里（準備）―五十島……持倉鉱山跡……五十島―阿賀の里（昼）―

わくわくファーム（お買い物）―月岡温泉（泊／15：20頃）

月岡温泉（７：50）―出湯登山口………烏帽子岩………扇山分岐………

五頭山（五ノ峰／860ｍ）……烏帽子岩……出湯登山口―出湯温泉（入浴）―

〈磐越道〉―郡山駅前（17：20頃）―白河（営）・福島駅前（18：10頃）

② 弁

朝

昼

夕

１泊２日　●標高／秋田駒ケ岳1,637ｍ・乳頭山1,477ｍ

●募集人員：各30名　●最少催行人員：18名●募集人員：各30名　●最少催行人員：18名

No.607

秋田駒ケ岳と乳頭山登山

27,80027,800円円

旅行代金 出発日相部屋　※小人不可

６/26㈰ 10/２㈰

■宿泊／駒ケ岳グランドホテル　　　　■体力難易度／★★
■歩程／１日目：約３時間　２日目：約３時間40分
■標高差／１日目330ｍ　２日目670ｍ

①

郡山駅前（５：00）―福島駅前（６：10）―〈東北道〉―アルパこまくさ―

八合目登山口……阿弥陀池……男女岳（1,637ｍ）……横岳……八合目登山口―

アルパこまくさ―田沢湖高原温泉（泊）

田沢湖高原温泉（７：30）―孫六温泉登山口…田代平分岐…乳頭山（1,477ｍ）…

一本松温泉跡……黒湯温泉登山口―田沢湖高原温泉（入浴）―道の駅雫石―

〈東北道〉―福島駅前（20：00頃）―郡山駅前（21：20頃）

② 弁

朝

弁

夕

花の
百名山

１泊２日　●標高／1,828ｍ

●募集人員：各30名　●最少催行人員：20名●募集人員：各30名　●最少催行人員：20名

６月発６月発

10月発10月発

No.610

榛名山外輪山と赤城山登山

27,80027,800円円

28,80028,800円円

旅行代金 出発日相部屋

６/12㈰10/13㈭

■宿泊／遊山の里とどろき　　　　■登山ガイド／同行します
■体力難易度／★★　　　　　　　■歩程／１日目：３時間30分　２日目：３時間
■標高差／１日目：460ｍ　２日目：190ｍ

①

福島駅前（５：00）―郡山駅前（６：10）―白河（営）―〈東北道〉―
黒檜山登山口…………黒檜山（1,828ｍ）…………駒ケ岳（1,685ｍ）…………
駒ケ岳登山口……覚満淵……ビジターセンター―伊香保温泉（泊／17：10頃）

伊香保温泉（７：30）―天神峠バス停…氷室山（1,235ｍ）…天目山（1,300ｍ）…
松之沢峠…磨墨峠…榛名高原駅＝（ロープウェイ）＝榛名山（1,391ｍ）＝
（ロープウェイ）＝高原駅―伊香保温泉（入浴）―万葉亭（お買い物）―〈関越道〉―
白河（営）―郡山駅前（18：30頃）―福島駅前（19：50頃）

② 弁

朝

弁

夕

１泊２日　●標高／栗駒山1,626ｍ・焼石岳1,547ｍ

●募集人員：各21名　●最少催行人員：17名●募集人員：各21名　●最少催行人員：17名

No.611

栗駒山と焼石岳登山

33,50033,500円円

旅行代金 出発日相部屋　※小人不可

７/３㈰ 10/５㈬

■宿泊／ホテルブラン　　　■登山ガイド／同行します
■体力難易度／★★★　　　■歩程／１日目：３時間　２日目：６時間
■標高差／１日目：526ｍ　２日目：620ｍ

①

須賀川（営）―郡山駅前（５：30）―福島駅前（６：40）―〈東北道〉―

いわかがみ平………（中央コース）………栗駒山………（須川コース）………

須川温泉―ジュネス栗駒（泊）

栗駒―三合目登山口…………すずこやの森分岐…………放牧地跡…………

焼石岳（1,547ｍ／往復）………三合目登山口―薬師堂温泉（入浴）―

〈東北道〉―福島駅前（19：10頃）―郡山駅前（20：30頃）―須賀川（営）

② 弁

朝

弁

夕

花の
百名山

１泊２日　●標高／3,776ｍ

●募集人員：各35名　●最少催行人員：23名●募集人員：各35名　●最少催行人員：23名

No.612

一度は登りたい！世界遺産「富士登山」

26,20026,200円円

旅行代金 出発日相部屋　※小人不可

7/24㈰・28㈭8/3㈬・7㈰

■宿泊／太子館又は蓬莱館　　　■登山ガイド／同行します
■体力難易度／★★　　　　　　■歩程／１日目：４時間　２日目：６時間30分
■標高差／１日目：800ｍ　２日目：＋676ｍ・－1,470ｍ

①
福島駅前（５：30）―郡山駅前（６：40）―白河（営）―

〈東北道・圏央道〉―スバルライン五合目…………八合目（仮眠／19：00頃）

八合目（12：00）………富士山山頂（3,776ｍ）………スバルライン五合目―

河口湖温泉（入浴／自由食）―〈圏央道・東北道〉―白河（営）―

郡山駅前（17：50頃）―福島駅前（19：10頃）

②

弁

弁

夕

２泊３日　●標高／3,776ｍ

●募集人員：各35名　●最少催行人員：23名●募集人員：各35名　●最少催行人員：23名

No.613

世界文化遺産「富士山お鉢めぐり」３日間

39,80039,800円円

旅行代金 出発日相部屋　※小人不可

７/19㈫ ８/３㈬

■宿泊／１日目：日の出館又は花小屋　２日目：東洋館　　　■体力難易度／★★★
■歩程／１日目：約２時間　２日目：約７時間　３日目：約２時間30分
■標高差／１日目：＋405ｍ　２日目：＋1,066ｍ・－866ｍ　３日目：－605ｍ

①

②

③

福島駅前（７：00）―郡山駅前（８：20）―白河（営）―〈東北道・圏央道〉―
スバルライン五合目……七合目（泊／18：00頃）

七合目（６：00）…………富士山山頂（3,776ｍ）…………（お鉢めぐり）…………
八合目下室（泊／16：00頃）

八合目下室（５：00）…五合目（お買い物）―河口湖（入浴／昼食各自）―〈圏央道・
東北道〉―白河IC―白河（営）―郡山駅前（17：40頃）―福島駅前（19：00頃）

弁

夕

弁

夕

朝

朝

日本
百名山

日本
百名山

日本
百名山

※持倉銅山ハイキングは、一部渡渉するところがあります。膝下
程度カバーできる長靴をご持参下さい。また、山ビルの生息区
域となります。肌の露出の少ない服装でご参加下さい。


