イド・登山ガイドがご
ャーガ
案内
チ
する
ネイ

初めての 山歩き
ハイキング＆トレッキング・
初級登山

添乗員同行
安心プラン
自然に癒され、絶景に感動する・・・
そんな山登り、高原ハイキング＆トレッキングへ出かけてみませんか。
初心者でも安心！ネーチャーガイド・登山ガイドが気軽に楽しめる
最適コースをご案内します。

ハ イ キ ン グ ＆ ト レ ッ キ ン グコ ー ス

No.601 栃木 標高/1,230m

乗降地限定

No.602 栃木 標高/1,400m

ハイキング

乗降地限定

ハイキング

6/18（月）
・24
（日）
・7/8
（日）
・16
（月）
旅行代金 7,800 円 小人同額

5/27（日）・6/8（金）・17（日）・23（土）・7/16（月）
旅行代金 8,800 円 小人同額
青木橋・・・泉門池・・・小田代橋・・・小滝・・・湯滝・・・湯ノ滝・・・
日光湯元ビジターセンター−日光湯元（入浴）−＜東北道＞−
白河 IC−郡山駅前（18：10 頃）−福島駅前（19：10 頃）
季節の花

■ネーチャーガイドが同行します
■体力難易度 / ★

乗降地限定

ハイキング

5 月 トウゴクミツバツツジ
6 月 ズミ、ワタスゲ、レンゲツツジ
7 月 アヤメ、ノアザミ、ホザシモツケ

■ネーチャーガイドが同行します
■体力難易度 / ★★
■歩程 /２時間３０ 分（行動３時間）
■標高差 /１００m

No.605 福島 標高/1,660m

乗降地限定

ロヤシオ
茶ノ木平シ

男体山・中禅寺湖・華厳の滝を一望

奥日光茶ノ木平〜明智平
ハイキング

出発日（募集人員 各 40名/最少催行30名）

5/27（日）・6/16（土）・24（日）・7/7（土）・22（日）
旅行代金 9,400 円 小人同額

ハイキング

尾瀬沼

ハイキング
ニッコ
ウキス
ゲ

花咲く雄国沼湿原散策と
雄国沼せせらぎ探勝路トレッキング

6/2（土）
・24（日）
・7/16
（月）
・8/5（日）
旅行代金 9,800 円 小人同額

6/30（土）
・7/1
（日）
・3
（火）
・8
（日）
旅行代金 8,200 円 小人同額

出発日（募集人員 各 40 名 / 最少催行 30 名）

コース 福島駅前（5：20）−郡山駅前（6：20）−白河 IC−
桧枝岐−御池（シャトルバス乗換）−沼山峠口・・・沼山峠展望
台・・・大江湿原・・・尾瀬沼散策・・・沼山峠口（シャトルバス乗換）
−御池−桧枝岐温泉（入浴）−甲子道路−白河 IC−郡山駅前
（19：30 頃）
−福島駅前（20：30 頃）
6 月 水芭蕉、リュウキンカ
7 月 ワタスゲ
8 月 ニッコウキスゲ

■ネーチャーガイドが同行します
■体力難易度 / ★★
■歩程 /２時間３０分（行動３時間）
■標高差 / 約11０m

約20万本のつつじ咲き誇る

No.608 栃木 標高/1,200m

出発日（募集人員 各 40 名 / 最少催行 30名）

コース 福島駅前（5：30）・白河（営）−郡山駅前（6：10）−
＜磐越道＞−雄国萩平駐車場（シャトルバス）金沢峠 ・・・雄国沼

湿原・・・ブナ林・・・雄国休憩舎・・・炭焼釜跡・・・ブナ太郎・・・
雄国沼雄子沢登山口− ラビスパ裏磐梯（入浴）−＜磐越道＞−
郡山駅前（17：00 頃）−白河（営）−福島駅前（17：30 頃）
■ネーチャーガイドが同行します
■体力難易度 / ★★
■歩程 /２時間３０分（行動４時間）
■標高差 /２００m

季節の花
ニッコウキスゲ

レンゲツツジが咲き誇る
“絶景”八方ヶ原と
美しい渓谷美のスッカン沢
ハイキング

八幡のつつじ園地

5/26（土）・27（日）・29（火）・6/3（日）
旅行代金 7,400 円 小人同額

ハイキング

出発日（募集人員 各 40名 / 最少催行 30名）

八方ヶ原レンゲツツジ

6/2（土）
・8
（金）
・11
（月）
旅行代金 7,800 円 小人同額

弁

ミツバツツジ）
・・・大間々
（約 20 万本のレンゲツツジ群生地）
−山の駅たかはら−スッカン沢の滝めぐり（駐車場・・・
素廉の滝・・・仁三郎の滝・・・雄飛滝・・・駐車場）
−＜東
（18：10 頃）
−福島駅前（19：30 頃）
北道＞−郡山駅前

難易度の目安

体力難易度

特徴

ハイキング

★

ネーチャーガイドとほぼ平坦な道・木道を歩きます。未舗装道路や木道を歩きます
ので歩きやすい靴・装備でご参加ください。
（標高差100m 以下）

ハイキング

★★

ネーチャーガイドと一部勾配のある山道を歩きます。
トレッキングシューズ（登山
靴）
やそれに準じたハイキングシューズ等でご参加ください。
（標高差100m 超）

初級登山

★

登山ガイドと勾配のある山道を歩きます。
初心者・初級者におすすめの山登りです。
初級でもしっかりした装備で山歩きを楽しみましょう。

弁

コース 福島駅前（7：00）−郡山駅前（8：20）−白河 IC−
＜東北道＞−山の駅たかはら・・・小間々の女王（トウゴク

■ネーチャーガイドが同行します
■体力難易度 / ★★
■歩程 /２時間（行動３時間３０分）
■標高差 /１５０m

レベル

No.606 福島 標高/1,100m

初夏の裏磐梯

出発日（募集人員 各 40 名 / 最少催行 30 名）

★印の数で難易度（体力・技術・知識・
装備 等）
を表示していますので、目安と
してご参考ください。
表記は、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は
高くなります。ご自身の体力と経験に
応じたコースをお選びください。

ニッコウキスゲ

遥かな尾瀬ハイキング
高山植物の宝庫尾瀬沼

八幡つつじ園地と
那須自然研究路

コース 福島駅前（6：30）−郡山駅前（8：00）−
白河 IC−＜東北道＞−那須ビジターセンター−つつ
じ吊橋駐車場・・・八幡つつじ園地（約20 万本の
つつじ）
・・・屋隠岩・・・弁天吊橋・・・大丸温泉（入浴）
−お菓子の城−＜東北道＞−白河 IC−郡山駅前（17：
−福島駅前（18：50 頃）
30 頃）

■ネーチャーガイドが同行します
■体力難易度 / ★★
■歩程 /２時間３０分（行動３時間）
■標高差 /３４４m

季節の花

弁

No.607 栃木 標高/1,100m

地天空回廊・・・小丸山展望台・・・丸山山頂・・・八平ヶ原
・・ ・霧降高原レストハウス−霧降（入浴）−＜東北道＞−白河
IC−郡山駅前（16：50 頃）−福島駅前（18：00 頃）

尾瀬沼
（水芭
蕉）

季節の花

■ネーチャーガイドが同行します
■体力難易度 / ★★
■歩程 /２時間（行動２時間４５分）
■標高差 / 約３００m

ハイキング

弁

季節の花
5 月 アカヤシオ、シャクナゲ
6 月 シロヤシオ、コマクサ
7 月 ニッコウキスゲ

弁

コース 福島駅前（7：00）−郡山駅前（8：10）−白河 IC−＜東
北道＞ − 日光自然博物館 ・・・茶ノ木平・・・明智平展望台
（ロープウェイ）明智平−奥日光（入浴）
−＜東北道＞−白河 IC−
郡山駅前（18：10 頃）−福島駅前（19：10 頃）

コース 福島駅前（6：00）−郡山駅前（7：00）−白河 IC−
＜東北道＞−霧降高原レストハウス・・・霧降高原キスゲ平園

雄国沼湿原

明智平展望台
︵華厳の滝・中禅寺湖︶

No.604 栃木 標高/1,600m

出発日（募集人員 各 40 名 / 最少催行30名）

6/16（土）
・24
（日）
・7/8
（日）
・21
（土）
旅行代金 9,200 円 小人同額
弁

コース 福島駅前（6：40）−郡山駅前（7：40）−白河 IC−
＜東北道＞−赤沼自然情報センター・・・戦場ヶ原展望台・・・

ズミ、レンゲツツジ、
■歩程 / １時間（行動２時間）
ニッコウキスゲ、コバイケイソウ ■標高差 /８０m

黄色い花に魅せられて

弁

季節の花（６月・7 月）

出発日（募集人員 各 40 名 / 最少催行30 名）

弁

湿原 / 木道散策）
−乙女の滝駐車場・
・
・乙女の滝
（観瀑台/滝壺）
−那須温泉・鹿の湯（入浴）−お菓子の城−＜東北道＞−白河IC
−郡山駅前（17：50 頃）−福島駅前（18：50 頃）

ハイキング
キスゲ
ニッコウ

霧降高原キスギ平

奥日光 戦場ヶ原

沼ッ原湿原ニッコウキスゲ

雄大な奥日光を満喫
戦場ヶ原ハイキング

コース 福島駅前（7：00）−郡山駅前（8：10）−白河 IC−
＜東北道＞−沼ッ原湿原
（約 230 種の植物が生育する亜高山

乗降地限定

初夏の霧降高原原キスゲ平と
丸山ハイキング

ニッコウキスゲの群生地
初夏の沼ッ原湿原と乙女の滝
出発日（募集人員 各 40 名 / 最少催行 30 名）

No.603 栃木 標高/1,689m

沢雄飛滝
スッカン

■ネーチャーガイドが同行します
■体力難易度 / ★★
■歩程 /２時間３０分

（行動３時間３０分）

■標高差 /１００m

歩行時間

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。

標 高 差

上り、
下りの開始地点から途中又は終了地点までの差を表し
ます。
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。
）

ガイドレシオ

各コースには、
引率者として 15 名〜 20 名に
1名のネーチャーガイド又は登山ガイドが同行いたします。

まだまだ

ハ イ キ ン グ ＆ ト レ ッ キ ン グコ ー ス

No.609 山形 標高/1,400m

ハイキング

No.610 山形 標高/1,100m

ハイキング

天元台高原

天元台高原

蔵王ドッコ沼

トレッキング
旅行代金

出発日（募集人員 各 40名 / 最少催行30名）

6/30（土）
・7/16（月）
・29（日）
・8/11（土） 9,300 円

須賀川（営）−郡山駅前（6：10）−福島駅前（7：20）
− ＜山形道＞ − 蔵王温泉駅
（ロープウェイ）鳥兜駅・・・鳥兜山
展望台・・・片貝沼・・・目玉沼・・・うつぼ沼・・・細沼・・・ドッコ沼・・・
（スカイケーブル）上の台駅・・・蔵王温泉−＜山形道＞
中央高原駅
−福島駅前（16：30 頃）−郡山駅前（17：50 頃）

郡山駅前（6：30）−福島駅前（7：50）−＜東北中央道＞−
（リフト）北望台・・・かもしか
道の駅よねざわ−天元台高原
（リフト）
展望台・・・お花畑 / 大凹・・・人形石・・・北望台
天元台高原−白布温泉（入浴）−＜東北中央道＞−福島駅前（17：40 頃）
−郡山駅前（19：00 頃）

小人同額

コース

■ネーチャーガイドが同行します
■体力難易度 / ★★
■歩程 /２時間３０分（行動３時間）
■標高差 /１１０m

No.612 福島 標高/875m

■ネーチャーガイドが同行します
■体力難易度 / ★★
■歩程 /２時間１０分（行動４時間３０分）
■標高差 /１４５m

季節の花
チングルマ、ワタスゲ、
イワカガミ

初級登山

初級登山

真赤に染まる
３万株のヤマツツジ

初級登山

旅行代金

円
小人同額

コース 福島駅前（6：00）−郡山駅前（7：20）
−白河 IC−＜東北道＞−宇都宮森林公園・・・
北登山道入口・・・富士見峠・・・東稜展望台・・・
古賀志山山頂・・・南コース・・・森林公園
−宇都宮ろまんちっく村（入浴）−＜東北道＞−白
河 IC−郡山駅前（17：50 頃）−福島駅前（19：10 頃）

■登山ガイドが同行します
■体力難易度 / ★
■歩程 /１時間２０分

（行動２時間３０分）

■標高差 / 上り４１５ｍ

下り４８９ｍ

日本百名山

旅行代金

5/19（土）・6/3（日）・7/8（日）9,200

円
小人 900 円引

ポイント

弁

那須登山を気軽に楽し
めるコース。ロープウェ
イで 8 合目まであがり、
途中まで歩道も整備さ
れ家族連れでも茶臼岳
の登頂が出来ます。

（行動２時間）

■標高差 /２３１ｍ

No.617 宮城 標高/1,627m

初級登山

ポイント

初級登山

旅行代金

9,200

円

コース

（行動４時間３０分）

■標高差/４５７ｍ

4

2

ハイキング・登山中は団体行動をお願いします。マイペース歩行や協調性に欠け
る方のご参加はご遠慮ください。添乗員又はネーチャーガイド・登山ガイドの指
示に従って行動してください。

植物の採取やお花畑の立ち入り、登山道以外の歩行
は禁止となります。写真を撮る場合も注意が必要で
す。三脚の携行はご遠慮ください。

5

ご自分のゴミはご自身で持ち帰るのが大原則となり
ます。愛煙家の方は携帯用灰皿をご持参ください。

3

荒天の場合やハイキング道・登山道の状態により行程変更を余儀なくする場合が
あります。その場合添乗員より行程の案内をさせていただきます。ハイキング・登
山が出来なくても旅行代金の払戻しはありませんので予めご了承ください。

6

ハイキング・登山は、お客様の自己責任における行
動です。健康管理、体調管理をしっかりとし、安全で
楽しいハイキング・登山を心がけましょう。

国内募集型企画旅行条件

お申込金

3,000円

（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国内募集型企画
旅行の予約を受付ます。この場合、お客様は当社が予約の承諾の旨を通知した日
の翌日から起算した 3 日以内に、申込書と申込金を提出していただきます。

◆ 取消料 お申込み後、
お客様のご都合により、
お取消しの場合、下記の料率で取消料を申し受けます。

旅行開始日の
旅行開始日の 旅行開始日の 旅行開始日の 開始後の解除
国 内 10日前〜8日前 7日前〜2日前 前日
当日
無連絡不参加
の場合

旅 行 企 画・実 施

観光庁長官登録旅行業第1034号（社）
日本旅行業協会正会員

福島交通観光

（531）8950
本社／福島市東浜町7-8 ☎024
総合旅行業務取扱管理者 穴澤芳之

E-mail kokunai@fkk21.com

… インターネット予約可能コース

旅行代金の
20％

旅行代金の
30％

旅行代金の
40％

旅行代金の
50％

旅行代金の
100％

◆ 旅程管理 各コース毎に記載
◆ 利用バス会社 福島交通
◆ 最少催行人員 30名。尚、催行中止の場合、出発日の４日前までのご連絡となります。

… 添乗員同行

お問合せは、お近くの支店
または営業所へ。
受付時間［平日］ 9:00〜17 :40
［土曜日］9:00〜17 :25

福島支店

024（531）8953

… バスガイド付

傷害保険は、旅行申込みと同時
に自動加入となり旅行代金に
含 ま れ ま す。（死 亡・後 遺 症
2,865 千円、入院日額 1,500 円、
通院日額 1,000 円）万一、事故
等が発生した場合に要する費
用はお客様の負担となります
ので、任意保険の加入をおすす
めします。

◆ 旅行条件 この旅行条件は2018年3月20日を基準と
しております。
◆ 個人情報の取扱い お申込みいただいた旅行の手配の
為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
や旅行の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。

ポイント

円 小人同額

旅行代金

■登山ガイドが同行します
■体力難易度 / ★
■歩程 /３時間１０分

（行動４時間）

■標高差 /４９７ｍ

旅行日数１日につきポイントシール１枚を
お渡しします。日帰り１枚
シール 25 枚（カード 1 冊）
で次回ご参加の
旅行代金から 2,000 円を割引いたします。
※現金との交換は出来ません。

■南下する場合 / 磐越道利用の場合

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、お申込み下さい。

二本松営業所
川俣営業所
相馬営業所
郡山支店
須賀川営業所

6/15（金）・24（日）・7/8（日）
9,000

カインドシェリーポイントカードのご案内

乗 降 地 の ご 案 内

ルートや歩行時間、レベル等は目安となります。当日の天候及び人数により変わり
ます。また、ご参加については、ご自分のレベルにあったコースをお選びください。

旅行代金（おひとり様） 1万円未満

花の百名山

秋田・岩手・宮城の三県にまた
がる「花の百名山」
。美しい沢登
り、雄大な栗駒山を眺めながら稜
線を歩きます。下りの中央コース
は、石畳等で整備され危険個所が
少なく初心者向きとなります。

旅行傷害保険のおすすめ

1

国内の場合

栗駒山高山植物
（イメージ）

弁

弁

■登山ガイドが同行します
■体力難易度 / ★
■歩程 /４時間

ハ イキング＆トレッキング 初 級 登 山 注 意 事 項

◆ 旅行のお申込みと契約の成立時期
（１）所定の旅行申込書に記入し、下記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、申込金を受理した時に成立するものとします。

（行動３時間）

■標高差 /２８３ｍ

出発日（募集人員 各40名 / 最少催行30名）

郡山駅前（5：20）−福島駅前
（6：40）
−＜東 北 道＞−い わ か が み 平 登 山
・・・
口・・・東栗駒コース栗駒山（1,627m）
中央コース・・・いわかがみ平登山口
−栗駒（入浴）−＜東北道＞−福島駅前（18：
−郡山駅前（20：10 頃）
50 頃）

ポイント
龍山ゲレンデからの登山口
から蔵王温泉街の展望を楽
しみながら歩きます。
山頂からは蔵王連峰と山形
盆地を一望いただけます。

■登山ガイドが同行します
■体力難易度 / ★
■歩程 /２時間２０分

（東栗駒コース）
栗駒山登山

瀧山

郡山駅前（6：20）−福島駅前
（7：40）
−＜山形道＞−瀧山登山口・・・屏
・・・尾根道・・・
風岩・・・瀧山（1,362ｍ）
中央高原駅
蔵王スカイケーブル
上の台駅−蔵王温泉（入浴）−＜山形道＞−福
島駅前（17：30 頃）−郡山駅前（18：50 頃）

コース

旅行代金

栗駒山登山

龍山登山
6/23（土）・7/22（日）

ース

円
小人同額

福島県と宮城県の県境
に位置し、山頂からは太
平洋の雄大な景色と遠
く牡鹿半島、西側には蔵
王連峰が望めます。

蔵王を一望する
出発日（募集人員 各40名 / 最少催行30名）

鹿狼山樹海コ

5/26（土）・6/17（日）・7/1（日） 7,600

コース 白河（営）−郡山駅前（7：20）−福
島駅前（8：50）−相馬−鹿狼山登山口・・・
分岐・・・
（樹海コース）
・・・鹿狼山神社・
山頂（429m）
・・・
（眺望コース）
・・・鹿狼
山登山口−鹿狼の湯（入浴）−相馬−福島駅前
（16：00 頃）
−郡山駅前（17：20 頃）−白河（営）

■登山ガイドが同行します
■体力難易度 / ★
■歩程 /１時間３０分

No.616 山形 標高/1,362m

出発日（募集人員 各 40名 / 最少催行30名）

弁

福島駅前（6：30）−郡山駅前（7：
IC−＜東北道＞−那須ロープウェイ
山麓駅
山頂駅（8 合目）・・・茶臼岳（1,915ｍ）
・・・山頂駅
那須ロープウェイ山麓駅−
那須平成の森（ふれあいの森散策）
−＜東北道＞
−郡山駅前（17：20 頃）−福島駅前（18：40 頃）

コース

−白河
50）

（行動３時間）

■標高差 /４３２ｍ

鹿狼山登山

鹿狼山眺望コース

那須平成の森散策

■登山ガイドが同行します
■体力難易度 / ★
■歩程 /２時間２０分

太平洋の雄大な
景色を望む

茶臼岳

那須岳(茶臼岳)登山と

ポイント
森林公園側の初心者に
登りやすいコースをご
案内。関東平野を望み
ながらの稜線散歩をお
楽しみください。

初級登山

No.615 福島 標高/429m

初級登山

出発日（募集人員 各40 名 / 最少催行 30名）

No.613 栃木 標高/582m

6/23（土）・7/16（月）・29（日） 8,200
弁

弁

No.614 栃木 標高/1,915m

ニッコウキスゲ、タテヤマリンドウ
サワラン、キンコウカ、ウメバチソウ

古賀志山登山

高柴山

ポイント
山頂付近に自生する約 3
万株のヤマツツジの大
群落。一面が真っ赤な花
で埋め尽くされる光景
はまさに圧巻です。

■ネーチャーガイドが同行します
■体力難易度 / ★
■歩程 /１時間１０分（行動２時間）
■標高差 /５０m

季節の花

出発日（募集人員 各 40名 / 最少催行 30 名）

旅行代金

円
小人同額

福島駅前（7：30）−郡山駅前（8：50）
−＜磐越道＞−高柴山浮金登山口・・・太鼓石・・・
高柴山（約３万株のヤマツツジの群生）
・・・
若返り清水・・・牧野登山口−三春ハーブ花ガー
デン−郡山駅前（15：40 頃）−福島駅前（17：00 頃）

コース 郡山駅前（6：00）−福島駅前（7：20）−＜東北道＞−世界
谷地原生花園（湿原散策）
−南くりこま高原・一迫ゆり園−＜東北道＞
−福島駅前（17：30 頃）−郡山駅前（18：50 頃）

古賀志山登山

5/27（日）・6/2（土）・3（日） 6,400
コース

6/30（土）
・7/8
（日）
・16
（月）
旅行代金 9,000 円 小人 300 円引

東稜展望台から
関東平野を眺望

コース

高柴山登山
出発日（募集人員 各 40 名 / 最少催行 30 名）

弁

弁

季節の花

一迫ゆり園

出発日（募集人員 各40名 / 最少催行30名）

弁

6/24（日）
・7/16（月）
・27（金）
・8/4（土） 9,400 円
小人同額
コース

南くりこま高原
世界谷地原生花園
ニッコウキスゲ

湖沼めぐり

お花畑・
人形石コース
旅行代金

ハイキング

世界谷地
原生花園と

パノラマ
トレッキング

蔵王高原

6 月 イワカガミ、ハクサンチドリ
7 月 ハクサンシャクナゲ、コマクサ
8 月 ウメバチソウ、ヤマユリ

高山植物の
宝庫

西吾妻山

マイナスイオン
浴びて

出発日（募集人員 各 40名 / 最少催行 30名）

No.611 宮城 標高/700m

0243（23）0123
024（566）5853
0244（36）6798
024（944）3380
0248（75）3184

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）

■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 ― 平野バスセンター
※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）

白河支店
石川営業所
棚倉営業所
船引営業所
小野営業所

0248（23）3151
0247（26）2151
0247（33）2151
0247（82）1101
0247（72）2816

このチラシは 3月 20日に作成いたしました。その後の予約状況によっては満席の場合もございますので予めご了承下さい。

