秣岳・モンサンミッシェル峰（画像提供：一関市観光協会T.sato様）
お申込
お問合せは

Follow me!／
お山の学校インスタグラムできました！
美しいみちのくの山行・トレッキングコースを
アップしています

山旅のご参加
目安について

ご予約から決済までOK
みちのり東北

当社登山ツアーについては、従来お客様の年齢に関わらずお申込みを承って参りましたが、近年の山行中のトラブル事例を鑑みた結果、やむを得ず中級以上の山行の参加にあたって、以下の参加条
件を導入することとなりました。皆様のご理解をお願いいたします（但し当社登山ツアーに継続してご参加のお客様で、担当・登山ガイドが適当と判断した場合はご参加いただけます）
◆「ハイク」「初級」⇒どなたでもご参加いただけます。また1年以上ブランクのある方も初級からお申込みください。 ◆「中級」⇒参加当日76歳以上の方に「登山参加確認票」を事前に送付させていた
だきますので、ご回答をお願いします。 ◆「上級」「上級健脚」⇒ご参加の皆様全員に「登山参加確認票」を事前に送付させていただきますので、ご回答をお願いします。

山旅のレベル表記について
経験・体力にマッチした山旅選びのために

ハイク

一部勾配のある山道・散策路を歩きます。
必ずしも登山靴である必要はありません
が、歩きやすい装備でご参加ください。

歩行3～5時間
標高差300～600m程度

初級でもしっかりした装備が必要。変化
に富んだ山歩きを楽しみます。長い距離
が苦にならなかったり、慣れたら中級を目
指してみましょう。

中級

歩行4～6時間
標高差600～800m程度

普段から山歩きに親しまれている方向け
です。山小屋に泊まる登山コースが含ま
れます。日帰りで10km以上の山行も含
まれてきます。

今後、国や県の旅行助成が実施された場合、お客様が希望されれば、
その時点で適用される割引支援ルールを適用いたします。その際は割引
適用後代金(お支払実額)などホームページ等で詳細をご案内いたします。

中級
日帰り

10

*歩 行：約5.6時間
約9.2km

出発日
旅行代金

※「歩行時間」に
休憩は含みません。

すべての山旅コースに難易度表記を行っています。ご自身の体力・経験に応じたコース選択をお願いします。
表記はあくまで目安です。例えば歩行時間が少なくても難易度が高いルートであればレベルを上げて表記する場合があります。

初級

標高差100～300m程度

*青森県青森市

ホームページは
24時間予約受付！

8/21（土）

10,800円

*岩手県雫石町

八戸市内(6:15-6:45) / 道の駅ろくのへ(7:25)===
酸ヶ湯温泉🚻 …仙人岱避難小屋🚻…山頂…大岳避難
小屋🚻……上毛無岱…下毛無岱… 酸ヶ湯温泉🚻===
ポニー温泉(入浴)==道の駅ろくのへ(18：25頃)/八戸市内
(19:00-19:30頃)
※八戸市内…八戸営業所・ラピアＢＴ・本八戸駅バス停

出発日

*歩 行：約4時間
約8.6km

旅行代金

上級
健脚

歩行6～8時間
標高差800m以上

ルートは変化に富み、登山の経験と体力
が必要です。宿泊の荷物を持った縦走
コースなどが含まれます。日帰りで標高
1000m以上のコースも。

歩行7時間以上
標高差1,000m以上

上級レベル相当の登山に普段から親しま
れている必要があります。難所を超える
技術や長時間の歩行を要求されます。
（※夏秋のコースにはありません）

追加料金：1日ごとお一人様1,000円

※お一人様で2席分のバス座席確保をお約束いたします（鉄道・航空機は対象外）。
当日の変更対応はいたしかねますので、ツアー申込時に合わせてご予約下さい。
なお、グループでお申込のお客様は並び席を確約いたします。
（中型・マイクロバスは席数が限られるため先着順とさせていただきます）

初級
日帰り

11

最少催行人員13名 募集人員20名
*入浴施設にはシャンプー・ソープのご用意が
ありませんのでご持参をお願い致します。

上級

9/23（日）

12,400円

12
*岩手県八幡平市
*歩 行：約3.5時間
約7.1km

最少催行人員13名 募集人員20名
*駐車スペース混雑により歩く距離が大幅に
（4km程度） 伸びることがあります。

八戸市内(６:１５-6:45) / 浄法寺IC(7:40)＝＝網張スキー
場🚻==奥産道ゲート …舗装林道……登山口……三ツ石
山荘🚻…山頂…（復路同コース）… 奥産道ゲート==網張
温泉(入浴)==浄法寺IC(17:35頃)/八戸市内
(18:30-19:00頃）
※八戸市内…八戸営業所・ラピアＢＴ・本八戸駅バス停

初級
日帰り

出発日

10/9（日）

旅行代金

11,400円

最少催行人員13名 募集人員20名

八戸市内(7:00-7:30) / 浄法寺IC(8:25)==松尾八幡平
ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ🚻==茶臼口駐車場 …茶臼岳…茶臼山荘🚻…
黒谷地湿原…源太森…八幡沼🚻…八幡平山頂…見返峠…
山頂駐車場 ==森乃湯(入浴)==浄法寺IC(17:10頃)/八
戸市内(18:05-18:35頃)
※八戸市内…八戸営業所・ラピアＢＴ・本八戸駅バス停

ハイク
日帰り

13
*秋田県北秋田市
*歩 行：約1.6時間
約3.6km

出発日

10/23(日)

旅行代金

13,000円

最少催行人員13名 募集人員20名
※入浴はありません

八戸市内(5:45-6:15) / 浄法寺IC(7:10)＝＝太平湖畔
～～遊覧船～～小又峡🚻 …横滝…滝分岐…三段滝…
（復路同コース）… 小又峡～～遊覧船～～太平湖畔==
浄法寺IC(17:45頃)/八戸市内(18:40-19:10頃）
※八戸市内…八戸営業所・ラピアＢＴ・本八戸駅バス停

ハイク
日帰り

14
*岩手県洋野町
*約4時間
約13km

出発日

9/4（日）

旅行代金

8,800円

最少催行人員15名 募集人員25名
昼食(お弁当)つき・入浴はありません

八戸市内(8:20-8:50)==きのこの駅★(買物)==有家駅
有家海岸…原子内水門…洋野エモーション体験…松橋酒店
★…ヒロノットで洋野オリジナル弁当…宿戸漁港… ひろの水
産会館ウニーク★==八戸市内(16:50-17:20頃)

ハイク
日帰り

15
*岩手県久慈市
*約5時間
約15km

出発日
旅行代金

11/3（木）

9,600円

最少催行人員15名 募集人員23名
昼食つき・入浴はありません

八戸市内(8:00-8:30)==桑畑漁港 …侍石…侍浜市民
センターで久慈の郷土料理ランチ…横沼展望所…厳島神社…
紲の森…大銀杏の木… もぐらんぴあ★==道の駅くじ==
八戸市内(17:30-18:00頃)

※八戸市内…八戸営業所・ラピアＢＴ・本八戸駅バス停 ★印はみちのく潮風トレイル「ハイキングパスポート」(別売)スタンプ設置ポイントです。

【予告】2023年1月～4月の企画は次回以降の「ふれあい紀行三八版」にてご案内いたします。また、来年春以降の登山専用チラシは2023年3月後半にご案内予定です。

Ｆ

Ｇ
【協賛：三沢空港振興会】紅葉さきどり！北
海道の屋根・旭岳から黒岳の縦走コース～

～ウィズコロナの「あたらしい富士登山」をご提案
2泊3日から1泊2日へ旅行日数もコンパクトに～

①8/28(日) ②9/3(土)

出発日

72,800円

八戸駅(6:42)・盛岡駅(7:11)+

旅行代金

1 三沢空港(12:50)—JAL

山荘(2:00頃) …途中でご来光…吉田口山頂・お鉢め
ぐり・剣ヶ峰(希望者のみ)…吉田下山道… 富士吉田口
5合目=(※入浴・道の駅立寄り)=東京駅+ +
++盛岡駅(21:33)・八戸駅(22:06)

—丘珠空港=旭川市内(泊)

※2日目早朝発のためお弁当の配達ができませんので朝食・
昼食は最寄り店舗にて各自調達となります・利用宿泊施設：
ワイズホテル旭川駅前(シングル・ツイン禁煙)・利用予定バス
会社：時計台バス ・食事：朝1回・昼0回・夕0回

10/16(日)

11/1(火)

出発日
①愛媛県久万高原町
約6h・8.7km
②徳島県美馬市
約2.5h・2.5km

国民宿舎(7:45頃) …土小屋登山口…休憩所…東稜基
部…ニノ鎖…石鎚神社…天狗岳…(復路同コース)… 土
小屋登山口=松山HW＝美馬市(泊)
ペンション(6:30頃)＝見ノ越— —西島駅登山口 …
刀掛ノ松…剣山(山頂)本宮…両剣神社… 西島駅=高知
—名古屋空港(乗継)—FDA —青
森空港＝新青森駅+ +八戸駅(21:08)・盛岡駅(21:45)

3 龍馬空港—FDA

・利用宿泊施設：①国民宿舎石鎚（和室）・②ラ・フォーレつるぎ山
・利用予定バス会社：高知駅前観光 ・食事：朝2回・昼2回・夕2回

八戸市内(8:15-8:45）＝蔵の増田の散策と稲庭うどん

1 の昼食＝六郷湧水群を現地ガイドと散策＝横手市内(泊)
ホテル(7:30頃)＝須川高原温泉 …名残ヶ原…三途の
川…産沼分岐…栗駒山頂…展望岩頭…天馬尾根…しろが

2 ね草原（栗駒のﾓﾝｻﾝﾐｯｼｪﾙ峰)…秣岳… 須川湖下山道=

男女別

113,000円

旅行代金 相部屋

最少催行人員10名・募集人員15名

1

※下山後の入浴はありません。
・利用宿泊施設：ホテルルートイン横手インター(シングル・ツイ
ン禁煙)・利用予定バス会社：岩手県北バスまたは同等クラス
・食事：朝1回・昼2回・夕0回

出発日

*和歌山県田辺市
①約2.5h・3.9km
②約5.5h・10.6km
③約10h・16.6km

三沢空港(9:40)—JAL(経由便) —南紀白浜空港＝
滝尻王子 …剣ノ山経塚跡…展望台… 田辺高原(泊)
民宿(8:30頃)

1

八戸駅+ +盛岡駅＝花巻空港（9:00）—ＪＡＬ（経由便）
—屋久島空港＝白谷雲水峡ミニハイキング＝屋久島
環境文化村センター＝宮之浦(泊)

2

基本コース・定期観光バス「やくざる号」で島内観光（他の
お客様との混乗）：ホテル（7:00頃）＝千尋の滝・中間ガ
ジュマル園・大川の滝・西部林道・いなか浜・ヤクスギラン
ド（入場料500円当日支払）・紀元杉＝宮之浦(泊)

…上田和茶屋跡…大坂本王子…牛馬童

民宿(5:00頃)＝小広王子 …草鞋峠…三越峠…発心門
王子…伏拝王子… 熊野本宮大社＝田辺本宮町(泊)
ホテル(8:30頃)＝アドベンチャーワールド入場＝とれと
—三沢空港
(18:35)

4 れ市場＝南紀白浜空港—JAL(経由便)

・利用予定宿泊施設：①②民宿霧の郷たかはら③山水館川湯みど
りや(和室)・利用予定バス会社：田辺観光バス・明光タクシー又は
同等クラス・食事：朝3回・昼2回・夕3回

ホテル(9:00頃)＝益救（やく）神社＝屋久杉自然館＝本

3 坊酒造屋久島伝承蔵＝安房（昼食）＝屋久島空港—ＪＡＬ
（経由便）

旅行代金

159,000円

ツイン
利用

*鹿児島県奄美市
②約2h・3km
③約3h・2.5km

—花巻空港＝盛岡駅+

＋八戸駅（20:12)

・利用宿泊施設：①②ＴＨＥ HOTEL YAKUSHIMA OCEAN &
FOREST(洋室)・利用予定バス会社：まつばんだ交通・食事：朝2
回・昼3回・夕2回（2日目OP：いずれも朝食・昼食はお弁当）

1

三沢空港(9:40)—JAL(経由便) —奄美大島空港＝
あやまる岬・ソテツ林＝黒糖焼酎工場見学＝名瀬(泊)

2

ホテル(8:45頃）＝東洋のガラパゴス！金作原原生林ト
レッキングとマングローブ林カヌーツアー＝名瀬(泊)

【協賛：三沢空港振興会】体感！奄美の大自然と「寅さん」最終作の舞台・加計呂麻島へ

12/3(土)

197,000円

オプション①2日目「縄文杉トレッキング」14,000円増(約10h・
22km）②2日目「宮之浦岳コース」17,000円増(約11h・16km)

2 子…近露王子…継桜王子… 小広王子＝田辺高原(泊)
3

11/10(木)

八戸駅
発着
シングル利用217,000円・最少催行人員8名・募集人員20名

旅行代金

Ｌ
出発日

34,000円

Ｋ

【協賛：三沢空港振興会】いにしえの道を「語
り部ガイド」と歩く熊野古道の王道・中辺路

盛岡駅(6:54)・八戸駅(7:25)+ +新青森駅＝青森空
港—FDA —名古屋空港(乗継)—FDA —高知龍馬
空港＝仁淀ブルー「にこ淵」＝久万高原町(泊)

2

シングル利用

八戸市内(20:20-20:50頃)

～四国にある西日本最高峰とナンバー２のお山
を3日でコンパクトに。話題の「仁淀ブルーも」～

1

*岩手県一関市
*歩行約6ｈ
・10km

32,800円

最少催行人員12名・募集人員23名

Ｊ
118,000円

ツイン
利用

3 ホテル(8:00頃)=丘珠空港－JAL －三沢空港(12:05)

I
八戸駅
旅行代金 発着
男女別相部屋・盛岡駅発着121,000円
最少催行人員8名・募集人員15名

旅行代金

55,800円

ホテル(5:00頃)=旭岳山麓駅—
—姿見駅 …旭岳
石堂…地獄谷…旭岳山頂…御鉢平…松田岳…北海岳…
2
黒岳石堂…黒岳山頂… 黒岳七合目— +
—層雲
峡温泉＝旭川市内(泊)

※下山が遅れた際の入浴・道の駅立寄りはありません。予め
ご了承ください。・利用宿泊施設：七合目東洋館(1名1室半個
室・コンセント付・インナーシーツ持参推奨)・利用予定バス会
社：関東自動車 ・食事：朝1回・昼1回・夕2回

出発日

10/2(日)

出発日
*北海道東川町
*歩行約8.5ｈ
・12km

52,800円

シングル利用

+東京駅=中央HW・

7合目山荘(泊)*1名1室半個室

ツイン
利用

～秋の人気コースを1泊2日でゆっくり歩きます。
昭和湖ルート閉鎖のため中級クラス～

最少催行人員10名・募集人員15名

1 スバルライン=富士吉田口5合目 …6合目…

2

9/9(金)

出発日

*山梨県富士吉田市
*歩 行
①約3h・4km
盛岡駅発着69,800円
②約7.5h・14km
最少催行人員15名・募集人員25名・3日目入浴料別

八戸駅
旅行代金 発着

Ｈ

ホテル(７：４５頃)＝古仁屋港～～～加計呂麻島…諸鈍

3 （デイゴ並木・寅さんロケ地）・大屯神社・武名の巨大ガ
ジュマルほか島を歩いて散策～

シングル利用165,000円・最少催行人員10名・募集人員14名

・利用宿泊施設：①②③ホテルウエストコート奄美（連泊・洋室）・利用予定
バス会社：しまバスまたは同等クラス・食事：朝3回・昼3回・夕2回

カヌー体験と
加計呂麻島散策
（イメージ）

4

～古仁屋港＝名瀬(泊)

ホテル(8:30頃)＝西郷南洲流謫跡＝大島紬村＝奄美大
島空港—JAL(経由便) —三沢空港(18:40)

※航空機・列車等の時間は最新のもの(2022.7.1現在)を記載しておりますが輸送機関の都合により変更の場合があります。確定時間は最終日程表にてご案内させていただきます。
新型コロナ
ウイルス
感染症対策に
ついて

乗務員は
マスク着用
お客様へ
お願い

車内消毒
実施

運行中は約5分で車内
の空気が全て入れ替え

手洗い・アルコール消毒・咳エチケット等は感染症対策の基本となります。お客様におかれまして
もバス車内におけるこれらの取り組み及びマスク着用等をお願いいたします。ご出発前にお客様
ご自身で体温の計測をお願いいたします。体温が37.5℃以上あった場合はご参加をお控えく
ださい。またその際は「最終行程表」に記載の当日緊急連絡先にご連絡をお願いいたします。

掲載の全ツアーに
国内旅行傷害保険
「コロナお守りパック」を
付保致します。
「コロナお守りパック」概要▶

①新型コロナウイルス感染症一時金特約
旅行中および旅行終了後14日以内に新型
コロナウイルス感染症を発病*した場合、3万
円を支払います。
*新型コロナウイルス感染症の発病は、医師
による診断を必要とします。

②医師相談サービス「メディカルアシスト」
旅行期間中、24時間対応で救急科の専
門医および看護師が、緊急医療相談／新
型コロナウイルス相談等に対応します。
※尚、「コロナお守りパック」は、東京海上日
動火災保険株式会社の商品です。

～ 旅行傷害保険のおすすめ ～
旅行中に被られた一定の損害は当社の旅行業約款、特別補償規定の定めによりお支払致しますが、登山中の事故、災害については当社は一切責任を負いません。
万一、事故など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、任意保険の加入をお勧めします。

ご旅行条件（要約）

申込みの際には必ず旅行条件書（全文）をお受取いただき事前に内容をご確認の上お申し込み下さい。

1.募集型企画旅行契約

１．21日前にあたる日以前の解除(日帰り旅行にあっては11日目)・・・無料

この旅行は㈱みちのりﾄﾗﾍﾞﾙ東北(盛岡市厨川1-17-18、観光庁登録旅行業第2012号。以下「当社」と

2．20日前(日帰り旅行にあっては10日目)にあたる日以降の解除(3～6除く)

いいます。)が企画･実施する旅行であり、この旅行に参加 するお客様は当社と募集型企画旅行契約(以下

・・・ 旅行代金の20％

「旅行契約」といいます。)を締結することになります。また、旅行条件は、下記によるほか、別途お渡しする旅行

3．7日前にあたる日以降の解除(4～6除く)・・・・・・・・・・・・・・・ 旅行代金の30％

契約書(全文)、出発前にお渡しする最終日程表と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行

4．旅行開始日の前日の解除・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 旅行代金の40％

の部によります。

5．当日の解除(６を除く)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の50％

2.個人情報の取扱について
(１)当社及び販売店は、旅行申し込みの際に提出された申込書等に記載された個人情報について、

6．旅行開始後の解除又は無連絡不参加・・・・・・・・・・・・・・・・ 旅行代金の100％
4.旅行日程・旅行代金の変更

お客様との間の連絡のために利用させていただくほか、お客様がお申し込みいただいた旅行におい

運輸機関のスケジュール･気象条件その他不可抗力による事由で、また運輸 機関の運賃･料金の

て運送･宿泊機関等の提供するサービスの手配及びそれらのサービスの受領のために手続きに必

改定により、旅行日程･旅行代金を変更する場合があり ます。但し旅行代金を増額変更するとき

要な範囲内で利用させていただきます。

には、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知い

3.取消料
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときには、次の金額を取消料として申し受けま
す。旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

たします。尚、お 客様のお申出により旅行内容に変更がある場合は別途所要経費をいただきます
5.特別補償
お客様が旅行中、生命、身体、又は荷物に被られた一定の損害については、 当社の責任が生じる
か否かを問わず特別補償規定に定めるところにより、保 証金及び見舞金をお支払いします。

6.免責事項
お客様が以下の理由により損害を受けられた場合は責任を負いません。天災地変･暴動又はこれ
らのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。運送･宿泊機関の事故もしくは火災又は、
これらのために生ずる旅行日程の変更もしくは旅行の中止。日本の官公署の命令又は伝染病によ
る隔離。自由行動中の事故･食中毒･盗難･水難などによって生じた被害。
運輸機関の遅延、不通又はこれらによって生じる旅行日程の変更もしくは目的地滞在時の短縮。
7.催行中止
コースによりお客様が最少催行人員に満たない時には、旅行の催行を中止することがあります。
この場合は旅行開始日の前日から起算して遡って13日前に当たる日より前までに(日帰りは3日
目にあたる日より前までに)ご連絡し、お客様に当社がお預かりしている旅行代金全額をお返し致
します。
8.添乗員･････原則として同行いたします。
9.この旅行条件は2022年7月1日を基準としております。又、旅行代金は2022年7月1日現在の
有効な運賃･規則を基準として算出しています。当社はいかなる場合でも旅行の再実施はいたしません。
10.その他は当社旅行業務約款によります。

観光庁長官登録旅行業 第2012号 （社）全国旅行業協会会員 総合旅行業務取扱管理者 大山 誠
八戸支店 TEL 0178-22-0105 【営業時間】平日9:00～18:00 (日祝定休) 登山担当：日山 譲治

