アトラストレックの日本の名峰登頂シリーズ
２０１９冬～２０２０春

全３７コース

各コース内の オンライン予約はこちら をクリックして頂くと予約画面に入ることができます！
●各コース共に、公益社団法人日本山岳ガイド協会認定ガイド他が同行いたします
●ガイドは、原則として集合場所から、解散場所までの同行となります
●旅行代金には、ガイド料、山小屋宿泊費（1 泊夕・朝 2 食付）、タクシー利用のコースはタクシー代が含まれております。
※ただし記載がある場合は別途現地で各自お支払いがとなります。
※保険割増 全コースとも、旅行代金に保険を内包しております。詳細は、「国内旅行傷害保険について」をお読みください

◆表示について
靴○
靴○
靴 ⇒ １日の行動時間が５～７時間程度、健康で体力あり。// ○
靴○
靴○
靴○
靴 ⇒ １日の行動時間が７時間以上、
○
靴○
靴○
靴○
靴○
靴 ⇒ １日の行動時間が 10 時間以上もあり、強い体力をもつ。
体力に自信がある。// ○
ピッケル＝60～65 ㎝、アイゼン＝10 本爪以上、ハーネス（レッグループ付、安全環付カラビナ２個、スリング 60 ㎝ ２本）、
ヘルメット（登山用）、スノーシュー（登山用ワカン可）、寝袋＝スリーピングバック（冬は四季用）
※積雪状況により体力度や行動時間が大幅に異なることがあります。行動時間は、積雪を見込んでいます。

今シーズンこそ雪の名峰に登ろう！！
憧れの南アルプスの二つの百名山を目指そう

百名山×２
ピッケル、ハーネス、ヘルメット、アイゼン

か

い こまがたけ

靴○
靴○
靴○
靴
○

保険割増

せ ん じょう だ け

ＡＪＷ００１ 甲斐駒ヶ岳と仙丈岳（３泊４日）
■集 解 散： JR 飯田線「伊那北」駅 08：00 集合/15：00 解散予定
■旅行期間： ①12/31（火）～1/3（金）
■旅行代金： ￥８９，０００
■募集人員： １５名様（最少催行人員：５名様） ■宿泊予定： 北沢峠・こもれび山荘他、
■旅行日程：歩行時間/約６時間（１日目）、約９時間（２日目）、約７時間（３日目）、約４時間４０分（４日目）

オンライン予約はこちら

①伊那北駅（車）戸台（歩）赤河原（歩）北沢峠（山小屋泊）②北沢峠（歩）双児山（歩）駒津峰（歩）甲斐駒ヶ岳（歩）駒津峰
（歩）仙水峠（歩）北沢峠（山小屋泊）③北沢峠（歩）小仙丈ヶ岳（歩）仙丈岳（歩）小仙丈ヶ岳（歩）北沢峠（山小屋泊）④北沢
峠（歩）赤河原（歩）戸台（送迎車）伊那北駅
※この旅行にご参加の場合はピッケル、アイゼン、ハーネス、ヘルメットなどをご用意下さい。

雪の南アルプス入門ルートを歩く
や し ゃ じ ん とうげ

百名山×１
ピッケル、アイゼン

靴○
靴○
靴
○

保険割増

ほうおうさんざん

ＡＪＷ００２ 夜叉神峠より鳳凰三山（２泊３日）
■集 解 散： JR 中央本線「甲府」駅 08：40 集合/16：00 解散予定
■旅行期間： ①12/31（火）～1/2（木）
■旅行代金： ￥５９，０００
■募集人員： １５名様（最少催行人員：５名様） ■宿泊予定：南御室小屋
■旅行日程：歩行時間/約６時間（１日目）、約８時間３０分（２日目）、約３時間３０分（３日目）
①甲府駅（車）山の神ゲート（歩）夜叉神峠口（歩）夜叉神峠（歩）苺平（歩）南御室（山小屋泊）②南御室（歩）薬師岳（歩）観
音岳（歩）地蔵岳＝基部（歩）観音岳（歩）薬師岳（歩）南御室（山小屋泊）③ 南御室（歩）苺平（歩）夜叉神峠（歩）山の神ゲ
ート（歩）夜叉神峠口（車）甲府駅
※この旅行にご参加の場合はピッケル、アイゼンをご用意下さい。

オンライン予約はこちら

雪山初級 360 度の大展望を楽しむ雪山入門の百名山

百名山×１
靴○
靴
ピッケル、アイゼン ○
保険割増

たてしな

ＡＪＷ００３ 北八ヶ岳・蓼科山登頂（１泊２日）
■集 解 散： JR 中央本線「茅野」駅 10：30 集合/15：00 解散予定
■旅行期間： ①12/31（火）～1/1（水・祝）
■旅行代金： ￥４２，０００
■募集人員： １５名様（最少催行人員：５名様） ■宿泊予定：蓼科山頂ヒュッテ
■旅行日程： 歩行時間約３時間（１日目）、約３時間（２日目）
①茅野駅（車）白樺高原国際スキー場（歩）一の鳥居（歩）将軍平（歩）蓼科山山頂（山小屋泊）②蓼科山山頂（歩）将軍平
（歩）一の鳥居（歩）白樺高原国際スキー場（車）茅野駅
※この旅行にご参加の場合はピッケル、アイゼンをご用意下さい。

オンライン予約はこちら

晴天率の高い奥秩父の盟主を登ろう
おく ち ち ぶ

百名山×１

靴○
靴○
靴
ピッケル、アイゼン ○

保険割増

き ん ぷ さ ん

ＡＪW００４ 奥秩父・金峰山登頂 （１泊２日）

オンライン予約はこちら

■集 解 散： JR 小海線信濃川上駅１２：３０集合／１６：００解散予定
■旅行期間： ①（2020 年）1/25（土）～1/26（日） ②2/15（土）～2/16（日）
■旅行代金： ￥４２，０００
■募集人員： １５名様（最少催行人員：５名様） ■宿泊予定： 岩根山荘他
■旅行日程： 歩行時間/約２時間＝アイゼン歩行練習（１日目）、約９時間（２日目）
①信濃川上駅（車）梓山（車）川端下・岩根山荘 周辺地形でアイゼン歩行（民宿泊） ②岩根山荘（歩）廻り目平（歩）
八丁平分岐（歩）金峰山荘（歩）金峰山（歩）八丁平分岐（歩）岩根山荘（車）信濃川上駅
※この旅行にご参加の場合は、気温の低い場所ですので、防風・防寒を重視して下さい。

頑張って登ろう 雪山入門の百名山

百名山×１

靴○
靴○
靴
ピッケル、アイゼン ○

保険割増

ＡＪW００５ 三ノ宮神社から伊吹山登頂 （１泊２日）
■集 解 散： JR 北陸本線長浜駅近くの宿泊所２０：００集合／１６：００解散予定
■旅行期間： ①12/28（土）～12/29（日） ②（2020 年）1/18（土）～1/19（日） ③2/15（土）～2/16（日）
■旅行代金： ￥３２，０００
■募集人員： １５名様（最少催行人員：５名様） ■宿泊予定： 長浜駅周辺のホテル
■旅行日程： 歩行時間/約９時間（２日目）
①長浜駅近くの指定宿泊所に集合（ホテル泊） ②早朝：長浜駅（車）三ノ宮神社（歩）三合目（歩）伊吹山（歩）三合
目（歩）三ノ宮神社（車）長浜駅

オンライン予約はこちら

関東以北の百名山の最高峰に登ろう

百名山×１

靴○
靴○
靴
ピッケル、アイゼン ○

保険割増

ＡＪW００６ 丸沼から日光白根山登頂 （１泊２日）
■集 解 散： JR 上越新幹線上毛高原駅１５：００集合／１６：００解散予定
■旅行期間：①12/28（土）～12/29（日）②（2020 年）1/18（土）～1/19（日）
③2/15（土）～2/16（日）④3/14（土）～3/15（日）
■旅行代金： ￥３８，０００
■募集人員： １５名様（最少催行人員：５名様） ■宿泊予定： 丸沼周辺のペンション
■旅行日程： 歩行時間/約７時間（２日目）
①上毛高原駅（車）丸沼（ペンション泊） ②丸沼（車）丸沼高原スキー場（ロープウェイ）山頂駅（歩）七色平（歩）日光
白根山（歩）七色平（歩）山頂駅（ロープウェイ）丸沼高原スキー場（車）丸沼（車）上毛高原駅
※別途現地にてロープウェイの往復運賃がかかります（往復 2,000 円）

オンライン予約はこちら

白銀に輝く山陰の百名山に登る
ほ う き だいせん

百名山 ×１

靴○
靴○
靴
ピッケル、アイゼン ○

保険割増

み せ ん

ＡＪW００７ 伯耆大山・弥山登頂 （１泊２日）

オンライン予約はこちら

■集 解 散： 大山寺指定宿泊所１４：４５集合／１４：３０解散予定
■旅行期間： ①12/21（土）～12/22（日） ②（2020 年）1/12（日）～1/13（月・祝）
③2/8（土）～2/9（日）④3/7（土）～3/8（日）
■旅行代金： ￥３８，０００
■募集人員： １５名様（最少催行人員：５名様） ■宿泊予定： 大山寺周辺の旅館、ホテル他
■旅行日程： 歩行時間/約８時間（２日目）
①大山寺（旅館ホテル泊） 集合後、周辺地形で足慣らし ②宿泊所（歩）大山寺（歩）五合目（歩）石室（歩）弥山
（歩）五合目（歩）大山寺（歩）宿泊所

雪の温泉でゆっくり上高地の百名山に登ろう

百名山 ×１

ＡＪW００８ 中の湯から焼岳登頂 （１泊２日）

靴○
靴○
靴
ピッケル、アイゼン、 ○
スノーシュー

保険割増

■集 解 散： 中の湯１６：００集合／１２：００解散予定
■旅行期間： ①（2020 年）1/18（土）～1/19（日） ②2/15（土）～2/16（日） ③3/14（土）～3/15（日）
■旅行代金： ￥４２，０００
■募集人員： １５名様（最少催行人員：５名様） ■宿泊予定： 中の湯温泉旅館
■旅行日程： 歩行時間/なし（１日目）、約９時間（２日目）
①中の湯温泉旅館 到着後周辺地形で足慣らし ②中の湯温泉旅館（歩）焼岳（歩）中の湯温泉旅館

オンライン予約はこちら

積雪期八ヶ岳で縦走を楽しむコース

ピッケル、アイゼン

靴○
靴○
靴○
靴
○

保険割増

て ん ぐ

ＡＪＷ０３２ 八ヶ岳縦走 天狗岳・硫黄岳登頂 （１泊２日）※雪山登山経験者向け。
■集 解 散： ＪＲ中央本線茅野駅９：１５集合予定／１５：３０解散予定
■旅行期間： ①12/29（日）～12/30（月） ②（2020 年）1/25（土）～1/26（日） ③2/15（土）～2/16（日）
④2/29（土）～3/1（日） ⑤3/7（土）～3/8（日）
■旅行代金： ￥３８，０００
■募集人員： １０名様（最少催行人員：４名様） ■宿泊予定： 根石岳山荘
■旅行日程： 歩行時間/約４時間（１日目）、約７時間（２日目）
①ＪＲ茅野駅（車）桜平ゲート（歩）夏沢鉱泉（歩）根石岳山荘（宿泊荷物を置いて）（歩）東天狗岳往復（歩）根石岳山荘（泊）
②根石岳山荘（歩）硫黄岳（歩）夏沢鉱泉（歩）桜平ゲート 14：30 発（車）JR「茅野」駅

オンライン予約はこちら

東北 湯っくり♨ 東北の名峰へ
あ

靴○
靴○
靴
百名山 ×１ ピッケル、アイゼン、 ○

保険割増

だ た ら や ま

ＥＫＪＢ２７ 安達太良山登頂 （１泊２日）

スノーシュー
■集 解 散： ＪＲ東北本線「二本松」駅 11：35 集合/14：00 解散予定
■旅行期間： ①（2020 年）1/25（土）～1/26（日） ②2/22（土）～2/23（日） ③3/14（土）～3/15（日）
■旅行代金： ￥３８，０００
■募集人員： １５名様（最少催行人員：５名様） ■宿泊予定： くろがね小屋
■旅行日程： 歩行時間/約２時間 30 分（１日目）、５時間（２日目）
①JR「二本松」駅(車)あだたら高原スキー場（歩）安達太良高原（歩）くろがね小屋（山小屋泊）
②くろがね小屋（歩）安達太良山（歩）五葉松平(リフトまたは歩)安達太良高原

オンライン予約はこちら

３，０００m の百名山に登ろう
くらいが は ら

百名山 ×1

靴○
靴○
靴
ピッケル、アイゼン、 ○

保険割増

の り く ら だけ

スノーシュー ハーネス、ヘルメット
ＡＪW０１０ 位ヶ原から乗鞍岳登頂 （１泊２日）
■集 解 散： アルピコバス乗鞍高原観光センター１１：４５集合／１５：００解散予定
■旅行期間： ①（2020 年）3/28（土）～3/29（日） ②4/4（土）～4/5（日）
■旅行代金： ￥３８，０００
■募集人員： １５名様（最少催行人員：５名様） ■宿泊予定： 位ヶ原山荘
■旅行日程： 歩行時間/約３時間（１日目）、約８時間（２日目）
①新島々駅（車）乗鞍高原（歩）位ヶ原（山小屋泊） ②位ヶ原（歩）乗鞍岳肩（歩）乗鞍岳（歩）乗鞍岳肩（歩）位
ヶ原（歩）乗鞍高原（車）新島々駅

オンライン予約はこちら

長い縦走路を辿る体力勝負の雪山中級コース
ちょうがたけ

靴○
靴○
靴○
靴 保険割増
ピッケル、ヘルメット、アイゼン ○

つばくろ だ け

ＺＺＪ２２７ 蝶ヶ岳～ 燕 岳縦走 （３泊４日）
■集 解 散： 上高地バスターミナル０８：３０集合/ＪＲ大糸線穂高駅１５：００解散予定
■旅行期間： ①（2020 年）4/25（土）～4/28（火） ②5/2（土）～5/5（火・祝）
■旅行代金： ￥８８，０００
■募集人員： １５名様（最少催行人員：４名様） ■宿泊予定：蝶ヶ岳ヒュッテ・常念小屋・燕山荘
■旅行日程： 歩行時間/約８時間（１日目）、約９時間３０分（２日目）、約３時間（３日目）約３時間３０分
①上高地･･･徳沢･･･横尾･･･蝶ヶ岳ヒュッテ（山小屋泊） ②蝶ヶ岳ヒュッテ･･･蝶ヶ岳･･･常念岳･･･常念小屋（山小屋泊）
③常念小屋･･･大天井岳･･･燕山荘（山小屋泊）④燕山荘･･･燕岳往復･･･中房温泉（ﾀｸｼｰ）JR 穂高駅（解散）

オンライン予約はこちら

積雪期の後立山連峰の盟主を目指す中級コース
つがいけ

靴○
靴○
靴○
靴 保険割増
百名山 ×１ ピッケル、アイゼン、ヘルメット ○

し ろ う まだけ

ＺＺＪ２２８ 栂池から白馬岳登頂 （２泊３日）

オンライン予約はこちら

■集 解 散： JR 大糸線白馬駅 11:30 集合／14:00 頃解散予定
■旅行期間： ①（2020 年）4/25（土）～4/27（月） ②5/3（日）～5/5（火・祝）
■旅行代金： ￥６９，０００
■募集人員： ８名様（最少催行人員：４名様） ■宿泊予定： 栂池ヒュッテ・白馬山荘
■旅行日程： 歩行時間/約 1 時間 30 分（１日目）、約８時間（２日目）、約 5 時間（３日目）
①JR 白馬駅（ﾀｸｼｰ）栂池高原（ゴンドラ）栂池ヒュッテ（周辺で足慣らし後宿泊）②栂池ヒュッテ･･･白馬乗鞍岳･･･小蓮華岳･･･
白馬岳･･･白馬山荘泊③白馬山荘･･･白馬岳･･･白馬乗鞍岳･･･栂池（ゴンドラ）栂池高原（ﾀｸｼｰ）白馬駅

日本の山から海外の山々へ

実 践 登 山 教 室

初級者コース
※これから本格的な雪山を目指す方向け。但し、登山経験と体力は必要です。
初冬の富士山で雪山登山の基本を学びましょう

靴○
靴○
靴
ピッケル、ハーネス、ヘルメット、アイゼン ○
保険割増
ＡＪＷ０１２ 富士山雪上歩行技術講習 （１泊２日）※初心者向け
■集 解 散： 富士急行「富士山」駅 １１:５０集合/１６：００解散予定
■旅行期間： ①11/23（土）～11/24（日） ②12/7（土）～12/21（日） ③12/21（土）～12/22（日）
■旅行代金： ￥３４，０００
■募集人員： ２５名様（最少催行人員：４名様） ■宿泊予定： 吉田口五合目佐藤小屋他
■旅行日程： 歩行時間/約３時間（１日目）、約６時間（２日目）
①富士急行「富士山」駅（車）馬返しまたは富士ｽﾊﾞﾙﾗｲﾝ五合目（歩）佐藤小屋 小屋周辺にて基礎講習または小屋
での机上講習（山小屋泊） ②佐藤小屋（歩）６・７・８合目付近にて雪上講習（歩）佐藤小屋（歩）馬返し、または富士
ｽﾊﾞﾙﾗｲﾝ五合目（車）富士急行「富士山」駅 ※このコースでは頂上は目指しません。
※スバルラインが閉鎖またはその可能性がある場合は、馬返しからの登山・下山となります。また、富士山駅～馬返し、
または富士スバルライン５合目間、往復交通費（タクシ―等）は、人数割り実費をお支払い下さい。

オンライン予約はこちら

積雪期八ヶ岳の初中級コース 雪山経験を増やそう

ピッケル、アイゼン

靴○
靴○
靴 保険割増
○

い お う だけ

ＡＪＷ０１５ 硫黄岳登頂と雪上技術講習 （１泊２日）※初心者向け
■集 解 散： 美濃戸口バス停１１：０５集合予定／１４：３０解散予定
■旅行期間： ①12/21（土）～12/22（日） ②12/29（日）～12/30（月） ③12/31（火）～1/1（水・祝）
④（2020 年）1/12（日）～1/13（月） ⑤1/25（土）～1/26（日） ⑥2/8（土）～2/9（日）
⑦2/22（土）～2/23（日）⑧3/7（土）～3/8（日）
■旅行代金： ￥３７，０００
■募集人員： ２５名様（最少催行人員：４名様） ■宿泊予定： 赤岳鉱泉
■旅行日程： 歩行時間/約４時間（１日目）、約８時間（２日目）
①美濃戸口（歩）柳川に沿って登り（歩）美濃戸へ。美濃戸から北沢を登り（歩）横岳を間近に望む赤岳鉱泉へ（山小屋
泊） ②赤岳鉱泉（歩）樹林帯から急な雪壁を赤岩の頭に登り（歩）硫黄岳を目指します。登頂後、往路を赤岳鉱泉へ
下り（歩）美濃戸（歩）美濃戸口バス停

オンライン予約はこちら

積雪期八ヶ岳の入門コース 雪山体験に最適なコースです

ピッケル、アイゼン

靴○
靴○
靴
○

保険割増

て ん ぐ

ＡＪＷ０１６ 天狗岳登頂と雪上技術講習 （１泊２日）※初心者向け
■集 解 散： 諏訪バス渋の湯バス停１１：２５集合予定／１３：００解散予定
■旅行期間： ①12/21（土）～12/22（日） ②12/29（日）～12/30（月） ③12/31（火）～1/1（水・祝）
④（2020 年）1/4（土）～1/5（日） ⑤1/11（土）～1/12（日） ⑥1/18（土）～1/19（日）
⑦2/1（土）～2/2（日） ⑧2/15（土）～2/16（日） ⑨2/29（土）～3/1（日） ⑩3/14（土）～3/15（日）
■旅行代金： ￥３７，０００
■募集人員： ２５名様（最少催行人員：４名様） ■宿泊予定： 黒百合ヒュッテ
■旅行日程： 歩行時間/約４時間（１日目）、約７時間（２日目）
①渋の湯（歩）急な樹林帯を登り、2400ｍの黒百合平に建つ山小屋へ。到着後、周辺で雪上歩行講習（山小屋泊）
②黒百合ヒュッテ（歩）中山峠から東天狗岳、状況がよければ西天狗岳を往復（歩）黒百合平（歩）渋の湯バス停

オンライン予約はこちら

靴○
靴○
靴 保険割増
ロープウェイ利用で中央アルプス最高峰へ 百名山×１ ピッケル、ハーネス、ヘルメット、アイゼン ○

ＡＪＷ０１３ 木曽駒ヶ岳登頂と雪上技術講習 （１泊２日）※雪山登山経験者向け。
■集 解 散： ＪＲ飯田線駒ケ根駅１１：４０集合／１５：００解散予定
■旅行期間： ①12/28（土）～12/29（日） ②（2020 年）1/11（土）～1/12（日）
■旅行代金： ￥４５，０００ ※駒ヶ根駅から菅ノ台バスセンター間往復の路線バス代は、実費をお支払い下さい。
■募集人員： １５名様（最少催行人員：４名様） ■宿泊予定： ホテル千畳敷
■旅行日程：歩行時間/約１時間（１日目）、約５時間（２日目）
①駒ヶ根駅（車）菅ノ台（車/ﾛｰﾌﾟｳｴｲ）千畳敷 到着後、周辺で雪上歩行練習（ホテル泊） ②千畳敷（歩）急な雪壁を登り乗
越浄土へ（歩）風の強い稜線を辿り（歩）木曽駒ヶ岳を往復します（歩）千畳敷（ﾛｰﾌﾟｳｴｲ/車）菅ノ台（車）駒ヶ根駅（解散）

オンライン予約はこちら

北アルプス初級コースで冬山体験

ピッケル、ヘルメット、アイゼン

靴○
靴○
靴○
靴
○

保険割増

つばくろ だ け

ＡＪＷ０１４ 冬の 燕 岳登頂と雪上技術講習 （２泊３日） ※雪山登山経験者向け。
■集 解 散： ＪＲ大糸線穂高駅１０：３０集合/１６：００解散予定
■旅行期間： ①12/20（金）～12/22（日）②12/27（金）～12/29（日）③12/30（月）～1/1（水・祝）④1/2（木）～1/4（土）
■旅行代金： ￥６２，０００
■募集人員： ２５名様（最少催行人員：４名様） ■宿泊予定： 中房温泉、燕山荘
■旅行日程： 歩行時間/約５時間（１日目）、約６時間３０分（２日目）、約８時間（３日目）
①ＪＲ「穂高」駅（車）宮城ゲート（歩）中房温泉（旅館泊） ②中房温泉（歩）合戦尾根（歩）燕山荘（歩）燕岳往復
（山小屋泊） ③燕山荘（歩）合戦尾根（歩）中房温泉（歩）宮城ゲート（車）ＪＲ「穂高」駅

オンライン予約はこちら

春の立山で雪山登山の基本を学びましょう
たてやま

ピッケル、ハーネス、ヘルメット、アイゼン

靴○
靴○
靴
○

保険割増

お や ま

ＡＪＷ０１１ 立山・雄山登頂と雪上技術講習 （１泊２日）百名山×１ ※雪山登山経験者向け。
■集 解 散：
■旅行期間：
■旅行代金：
■募集人員：
■旅行日程：

室堂バスターミナル１３：３０集合/１３：００解散予定
①（2020 年）4/18（土）～4/19（日） ②4/25（土）～4/26（日）
￥４５，０００
１５名様（最少催行人員：４名様） ■宿泊予定： 室堂山荘他
歩行時間/約２時間（１日目）、約６時間（２日目）

オンライン予約はこちら

①室堂バスターミナル（歩）周辺で雪上技術講習を行います（歩）室堂山荘（山小屋泊） ②室堂山荘（歩）一ノ越（歩）
雄山（歩）一ノ越（歩）室堂山荘（歩）室堂バスターミナル
靴○
靴○
靴 保険割増
雪山の基本を学び 谷川岳に登る 百名山×１ ピッケル、ハーネス、アイゼン、寝袋、○

ＥＫＪＢ２０ 谷川岳登頂と雪上技術講習 （１泊２日）
■集 解 散： 谷川岳ベースプラザ１０：３０集合/１４：００解散予定
■旅行期間： ①（2020 年）3/20（金・祝）～3/21（土） ②4/4（土）～4/5（日）
■旅行代金： ￥３６，０００ ※ロープウェイ・ゴンドラ代は現地にて実費をお支払い下さい。
■募集人員： １０名様（最少催行人員：４名様） ■宿泊予定： 土合山の家
■旅行日程：歩行時間/約１時間（１日目）、約８時間（２日目）
①谷川岳ベースプラザ（歩）周辺の地形にて、雪上技術講習（歩）土合山の家泊 ②土合山の家（歩）谷川岳ベースプラザ
（ロープウェイ）天神峠周辺（歩）天神尾根（歩）谷川岳（歩）天神平（ロープウェイ）谷川岳ベースプラザ

オンライン予約はこちら

雪をまとった槍穂の展望台へ！残雪期の入門コース

ピッケル、アイゼン

靴○
靴○
靴
○

保険割増

ちょうがだけ

ＥＫＪＢ３４ 北アルプス・蝶ヶ岳登頂 （１泊２日）

※雪山初心者向け。
■集 解 散： 上高地バスターミナル８：３０集合／上高地・河童橋/１４：００解散予定
■旅行期間： ①（2020 年）4/29（水・祝）～4/30（木） ②5/5（火・祝）～5/6（水・祝）
■旅行代金： ￥３９，０００
■募集人員： １０名様（最少催行人員：４名様） ■宿泊予定：横尾山荘
■旅行日程： 歩行時間/約３～４時間（１日目）、約８時間（２日目）
①上高地（歩）横尾山荘泊（到着後歩行練習）②横尾（歩）槍見台（歩）蝶ヶ岳（歩）槍見台（歩）横尾（歩）上高地・河童橋

オンライン予約はこちら

中級者コース
※アイゼン、ピッケル技術などの基本的な技術を取得し、無雪期の登山道をコースタイム
以内で歩ける体力をお持ちの方が対象です。
積雪期の八ヶ岳を代表する人気のコース

靴○
靴○
靴○
靴
ピッケル、ハーネス、ヘルメット、アイゼン ○

保険割増

ＡＪＷ０１７ 主峰赤岳登頂と雪上技術講習 （１泊２日）百名山×１
■集 解 散： 美濃戸口バス停１１：０５集合予定／１４：３０解散予定
■旅行期間： 歩行時間/約４時間（１日目）、約７時間（２日目）
①12/21（土）～12/22（日） ②12/28（土）～12/29（日）③12/31（火）～1/1（水・祝）
④（2020 年）1/11（土）～1/12（日）⑤1/18（土）～1/19（日） ⑥2/8（土）～2/9（日）
⑦2/10（月）～2/11（火・祝） ⑧2/15（土）～2/16（日） ⑨2/29（土）～3/1（日） ⑩3/14（土）～3/15（日）
■旅行代金： ￥４６，０００
■募集人員： １５名様（最少催行人員：３名様） ■宿泊予定： 赤岳鉱泉または行者小屋
■旅行日程：歩行時間/約４時間（１日目）、約８時間（２日目）
①美濃戸口（歩）柳川（歩）美濃戸（歩）北沢を登り横岳を間近に望む赤岳鉱泉へ（山小屋泊） ②赤岳鉱泉（歩）
地蔵尾根（歩）赤岳頂上、登頂後は文三郎道を下ります。稜線上は、ガイドとロープを結びながら行動します。（歩）行者
小屋（歩）南沢または北沢（歩）美濃戸（歩）美濃戸口バス停

オンライン予約はこちら

雪山テント生活の基本を学び 谷川岳に登る

靴○
靴○
靴 保険割増
ピッケル、ハーネス、アイゼン、寝袋、○

ＡＪＷ０１８ 谷川岳登頂と実践雪山テント教室 （１泊２日）百名山×１
■集 解 散： 谷川岳ベースプラザ１２：００集合/１４：００解散予定
■旅行期間： ①（2020 年）3/19（木）～3/20（金・祝） ②3/21（土）～3/22（日）
③3/28（土）～3/29（日） ④4/4（土）～4/5（日）
■旅行代金： ￥３３，０００ ※ロープウェイ・ゴンドラ代は現地にて実費をお支払い下さい。
■募集人員： ６名様（最少催行人員：４名様） ■宿泊予定： テント＋自炊
■旅行日程：歩行時間/約１時間（１日目）、約７時間（２日目）
①谷川岳ベースプラザ（ﾛｰﾌﾟｳｪｲ）天神平（歩）天神峠周辺 到着後、雪の上にテントの設営をします。（テント泊）
②天神峠周辺（歩）天神尾根（歩）谷川岳（歩）往路を戻りテントを撤収。（歩）天神平（ﾛｰﾌﾟｳｪｲ）谷川岳ベースプラザ
※このコースには寝袋、マット、食器が必要です。個人装備以外に、幕営地までのテント・食料などの荷揚げ、荷下げを参加者
全員で行ないます。

オンライン予約はこちら

雪の北アルプス北部の入門コース

靴○
靴○
靴○
靴 保険割増
ピッケル、ハーネス、ヘルメット、アイゼン、スノーシュー ○

からまつだけ

ＡＪＷ０１９ 唐松岳登頂と雪上技術講習 （１泊２日）
■集 解 散： ＪＲ大糸線「白馬」駅１２：００集合/八方ゴンドラ山麓駅１３：３０解散予定
■旅行期間： ①（2020 年）3/21（土）～3/22（日） ②3/28（土）～3/29（日）
③4/4（土）～4/5（日） ④4/25（土）～4/26（日）
■旅行代金： ￥３９，０００ ※白馬駅から八方までのタクシー代（折半）、ゴンドラ、リフト代は現地にて実費をお支払い下さい。
■募集人員： １５名様（最少催行人員：４名様） ■宿泊予定： 村営八方池山荘
■旅行日程： 歩行時間/約２時間（１日目）、約７時間（２日目）
①白馬駅（車）八方ゴンドラ山麓駅（ｺﾞﾝﾄﾞﾗ・ﾘﾌﾄ）八方池山荘 到着後、周辺で雪上歩行練習（山小屋泊） ②八方
池山荘（歩）スノーシューで八方尾根を登ります。稜線手前でアイゼンに履き替え、ロープを結んで頂上を目指します。（歩）
唐松岳（歩）往路を下ります。（歩）八方池山荘（ｺﾞﾝﾄﾞﾗ・ﾘﾌﾄ）八方ゴンドラ山麓駅（解散）

オンライン予約はこちら

岩と雪が連続する北アルプス三千ｍ稜線

ＡＪＷ０２０

靴○
靴○
靴○
靴 保険割増
ピッケル、ハーネス、ヘルメット、アイゼン ○

立山縦走と雪上技術講習 （２泊３日）百名山×１

■集 解 散： 室堂バスターミナル１３：１０集合/１０：００解散予定
■旅行期間： ①（2020 年）4/18（土）～4/20（月） ②5/2（土）～5/4（月・祝） ③5/4（月・祝）～5/6（水・祝）
■旅行代金： ￥６９，０００
■募集人員： １５名様（最少催行人員：４名様） ■宿泊予定： 室堂山荘または雷鳥荘他
■旅行日程： 歩行時間/約２時間（１日目）、約９時間（２日目）、約３時間（３日目）
①室堂（歩）周辺で雪上歩行練習（山小屋泊） ②室堂（歩）一ノ越、または大走りから立山（雄山、大汝山、富士ノ折
立）を縦走。岩と雪が連続するので、ガイドとロープを結びながら行動します。（歩）登頂後は往路を室堂へ。（山小屋泊）
③室堂（歩）午前中、竜王岳・浄土山・室堂山など室堂周辺の山を登ります。（歩）室堂（解散）

オンライン予約はこちら

早春の上高地から憧れの槍ヶ岳へ

靴○
靴○
靴○
靴 保険割増
ピッケル、ハーネス、ヘルメット、アイゼン ○
ＡＪＷ０２１ 槍ヶ岳登頂と雪上技術講習 （２泊３日）百名山×１
■集 解 散： 上高地バスターミナル０８：３０集合/上高地河童橋１１：００解散予定
■旅行期間：①（2020 年）4/24（金）～4/26（日）②5/1（金）～5/3（日）③5/4（月・祝）～5/6（水・祝）④5/15（金）～5/17（日）
■旅行代金： ￥６９，０００
■募集人員： １５名様（最少催行人員：４名様） ■宿泊予定： 槍沢ロッジ
■旅行日程： 歩行時間/約５時間（１日目）、約９時間（２日目）、約５時間（３日目）
①上高地（歩）梓川左岸に沿って遊歩道を進み（歩）明神（歩）徳沢（歩）横尾から槍沢へ（歩）槍沢ロッジ （山小屋泊）
②槍沢ロッジ（歩）長い槍沢上部を登ります（歩）槍ヶ岳山荘（歩）ガイドとロープを結んで槍ヶ岳を往復します（歩）槍ヶ岳
山荘（歩）槍沢下ります（歩）槍沢ロッジ（山小屋泊） ③槍沢ロッジ（歩）往路と同じく横尾を経由して上高地へ（解散）

オンライン予約はこちら

早春の上高地から北アルプス最高峰へ

靴○
靴○
靴○
靴 保険割増
ピッケル、ハーネス、ヘルメット、アイゼン ○

ＡＪＷ０２２ 奥穂高岳登頂と雪上技術講習 （２泊３日）百名山×１
■集 解 散： 上高地バスターミナル０８：３０集合/上高地河童橋１２：００解散予定
■旅行期間： ①（2020 年）4/25（土）～4/27（月）②4/28（火）～4/30（木）③5/2（土）～5/4（月・祝）
④5/4（月・祝）～5/6（水・祝）⑤5/22（金）～5/24（日）
■旅行代金： ￥６９，０００
■募集人員： １５名様（最少催行人員：３名様） ■宿泊予定： 涸沢小屋または涸沢ヒュッテ
■旅行日程： 歩行時間/約５時間３０分（１日目）、約５時間３０分（２日目）、約４時間３０分（３日目）
①上高地（歩）梓川に沿って横尾（歩）横尾本谷橋（歩）涸沢（山小屋泊） ②涸沢（歩）ザイテングラードまたは小豆沢
を登ります（歩）白出のコル（歩）ガイドとロープを結んで奥穂高岳を往復します。（歩）白出のコル（歩）涸沢（山小屋泊）
③涸沢（歩）涸沢から横尾本谷を下って横尾（歩）梓川に沿って上高地へ（解散）

オンライン予約はこちら

雪の富士山は、世界の山々への登龍門です

靴○
靴○
靴○
靴 保険割増
ピッケル、ハーネス、ヘルメット、アイゼン ○

ＡＪＷ０２３ 富士山登頂と雪上技術講習 （１泊２日）百名山×１
■集 解 散： 富士急行「富士山」駅１２：５０集合/五合目１５：３０解散予定
■旅行期間： ①（2020 年）5/9（土）～5/10（日） ②5/16（土）～5/17（日）
③5/23（土）～5/24（日） ④5/30（土）～5/31（日）
■旅行代金： ￥４５，０００ ※集合場所から解散場所までの交通費は現地にて実費をお支払い下さい
■募集人員： １５名様（最少催行人員：４名様） ■宿泊予定： 富士吉田登山口五合目佐藤小屋

オンライン予約はこちら

■旅行日程： 歩行時間/約３０分～３時間（１日目）、約９時間～１０時間（２日目）
①富士山駅（車）富士吉田登山口五合目または馬返（歩）佐藤小屋 周辺にて基礎講習または小屋にて机上講習
（山小屋泊） ②佐藤小屋（歩）富士山吉田口頂上（歩）佐藤小屋（歩）富士スバルライン五合目または三合目馬返
しへ（解散）
※スバルラインが閉鎖またはその可能性がある場合は、馬返しからの登山・下山となります。解散時間が遅れます。

上級者コース
※中級コースを無理なくこなし、さらにロッククライミングのご経験のある方。また無雪期の登山道を、
コースタイムの 80％程度の時間で、さらに１日８時間以上の行動ができる体力をお持ちの方が対象です。
これらのコースは、ヨーロッパ・アルプスのモンブランやマッターホルン、七大陸最高峰、あるいはヒマラヤ、
アンデスの高峰登山へ、ガイドとともにいらっしゃる皆様のトレーニングの山々として位置付けられます。
積雪期八ケ岳ヴァリエーションルート入門

靴○
靴○
靴○
靴 保険割増
ピッケル、ハーネス、ヘルメット、アイゼン ○

だいどうしんりょう

ＡＪＷ０２４ 大同心稜から横岳登頂 （１泊２日）

オンライン予約はこちら

■集 解 散： 美濃戸口バス停１１：０５集合／１４：３０解散予定
■旅行期間：①（2020 年）1/18（土）～1/19（日） ②2/1（土）～2/2（日）
③2/15（土）～2/16（日） ④3/7（土）～3/8（日）
■旅行代金： ￥４９，０００ ■募集人員： ６名様（最少催行人員：２名様） ■宿泊予定： 赤岳鉱泉
■旅行日程： 歩行時間/約３時間（１日目）、約８時間（２日目）
①美濃戸口（歩）柳川に沿って登り、美濃戸からは北沢を登り、横岳を間近に望む赤岳鉱泉へ（山小屋泊） ②赤岳
鉱泉（歩）大同心稜から横岳を目指します。大同心基部からからガイドとロープを結びます。（歩）横岳登頂後は、硫黄
岳を経由して赤岳鉱泉に戻ります。（歩）美濃戸口バス停（解散）

積雪期八ケ岳ヴァリエーションルートの核心

靴○
靴○
靴○
靴 保険割増
ピッケル、ハーネス、ヘルメット、アイゼン ○

あかだけしゅりょう

ＡＪＷ０２５ 赤岳主稜登攀 （１泊２日）

百名山×１
■集 解 散： 美濃戸口バス停１１：０５集合／１４：３０解散予定
■旅行期間： ①（2020 年）1/11（土）～1/12（日） ②1/25（土）～1/26（日） ③2/8（土）～2/9（日）
④2/29（土）～3/1（日）③3/14（土）～3/15（日）
■旅行代金： ￥４９，０００ ■募集人員： ６名様（最少催行人員：２名様） ■宿泊予定： 赤岳鉱泉
■旅行日程： 歩行時間/約３時間（１日目）、約９時間（２日目）
①美濃戸口（歩）柳川に沿って登り、美濃戸からは北沢を登り（歩）横岳を間近に望む赤岳鉱泉（山小屋泊） ②赤岳
鉱泉（歩）文三郎道途中からガイドとロープを結び、赤岳主稜を登攀します。赤岳（歩）文三郎道（歩）赤岳鉱泉（歩）
美濃戸口バス停（解散）

オンライン予約はこちら

八ヶ岳南部の主脈をつなげる縦走

靴○
靴○
靴○
靴 保険割増
ピッケル、ハーネス、ヘルメット、アイゼン ○
ＡＪＷ０２６ 赤岳・横岳・硫黄岳縦走 （１泊２日） 百名山×１
■集 解 散： 美濃戸口バス停１１：０５集合／１４：３０解散予定
■旅行期間：①（2020 年）2/1（土）～2/2（日） ②2/22（土）～2/23（日） ③3/7（土）～3/8（日）
■旅行代金： ￥４７，０００ ■募集人員： ９名様（最少催行人員：３名様） ■宿泊予定： 赤岳鉱泉
■旅行日程： 歩行時間/約３時間（１日目）、約９時間（２日目）
①美濃戸口（歩）柳川に沿って登り、美濃戸からは北沢を登り（歩）横岳を間近に望む赤岳鉱泉（山小屋泊） ②赤岳
鉱泉（歩）文三郎道途中からガイドとロープを結び（歩）赤岳頂上（歩）横岳、硫黄岳を縦走（歩）赤岳鉱泉（歩）美濃
戸（歩）美濃戸口バス停（解散）

オンライン予約はこちら

靴○
靴○
靴○
靴 保険割増
八ケ岳連峰・阿弥陀岳の雪のヴァリエーションルート ピッケル、ハーネス、ヘルメット、アイゼン ○
ほくりょう

あ

み

だ

ＥＫＪＢ３６ 北稜から阿弥陀岳 （１泊２日）

百名山×１
■集 解 散： 美濃戸口バス停１１：０５集合／１４：３０解散予定
■旅行期間： ①（2020 年）2/23（日）～2/24（月・祝） ②3/7（土）～3/8（日）
■旅行代金： ￥４９，０００ ■募集人員： ６名様（最少催行人員：２名様） ■宿泊予定： 赤岳鉱泉
■旅行日程： 歩行時間/約３時間（１日目）、約９時間（２日目）
①美濃戸口（歩）柳川に沿って登り、美濃戸からは北沢を登り（歩）横岳を間近に望む赤岳鉱泉（山小屋泊） ②赤岳鉱泉（歩）
行者小屋（歩）阿弥陀北稜（歩）阿弥陀岳（歩）中岳（歩）行者小屋（歩）赤岳鉱泉（歩）美濃戸口バス停（解散）

オンライン予約はこちら

積雪期穂高岳のヴァリエーションルート入門

ＡＪＷ０２７

靴○
靴○
靴○
靴 保険割増
ピッケル、ハーネス、ヘルメット、アイゼン ○

西穂高岳登頂 （１泊２日）

■集 解 散： 新穂高ﾛｰﾌﾟｳｴｲ駅１３：２５集合／１５：００解散予定
■旅行期間： ①（2020 年）3/21（土）～3/22（日） ②3/28（土）～3/29（日）
③4/11（土）～4/12（日） ④4/25（土）～4/26（日）
■旅行代金： ￥５８，０００ ■募集人員： ８名様（最少催行人員：２名様） ■宿泊予定： 西穂山荘
■旅行日程： 歩行時間/約３時間（１日目）、約９時間（２日目）
①新穂高ﾛｰﾌﾟｳｴｲ駅（ﾛｰﾌﾟｳｴｲ）西穂口（歩）樹林帯を登り（歩）稜線に建つ西穂山荘へ。（山小屋泊） ②西穂山
荘（歩）独標の手前でロープを結びます（歩）独標から先は岩稜や雪壁が連続します。最後は急な雪壁を登り西穂高
岳山頂へ。（歩）西穂山荘へ下り（歩）さらに西穂口へ（ﾛｰﾌﾟｳｴｲ）新穂高ﾛｰﾌﾟｳｴｲ駅（解散）

オンライン予約はこちら

積雪期しか登れない白馬岳のヴァリエーションルート

ＡＪＷ０２８

ピッケル、ハーネス、ヘルメット、アイゼン

はくばだけしゅりょうとうはん

白馬岳主稜登攀 （２泊３日）

靴○
靴○
靴○
靴 保険割増
百名山 ×１ ○
■集 解 散： ＪＲ「白馬」駅１２：４５集合/１２：００解散予定
■旅行期間： ①（2020 年）4/29（水・祝）～5/1（金） ②5/3（日）～5/5（火）
■旅行代金： ￥７２，０００ ■募集人員： ８名様（最少催行人員：２名様） ■宿泊予定： 猿倉荘、白馬山荘
■旅行日程： 歩行時間/約８時間（２日目）、約５時間（３日目）
①白馬駅（車）猿倉または白馬山麓（山小屋またはペンション泊） ②猿倉（歩）白馬尻（歩）大雪渓の入口白馬尻か
ら白馬山頂へ一直線に伸びる主稜に取り付きます（歩）主稜取り付からロープを結び、次々に現れるナイフリッジや雪壁
を登り白馬山頂へ（山小屋泊） ③白馬山荘（歩）大雪渓を下ります（歩）白馬尻（歩）猿倉（車）白馬駅（解散）

オンライン予約はこちら

北穂高岳のヴァリエーション ゴジラの背を行く

靴○
靴○
靴○
靴 保険割増
ピッケル、ハーネス、ヘルメット、アイゼン ○

き た ほ たかだけとうりょうと う は ん

ＡＪＷ０３１ 北穂高岳東稜登攀 （２泊３日）
■集 解 散： 上高地バスターミナル０８：３０集合/上高地河童橋１３：３０解散予定
■旅行期間： ①（2020 年）5/1（金）～5/3（日） ②5/4（月・祝）～5/6（水・祝）
■旅行代金： ￥８９，０００
■募集人員： ４名様（最少催行人員：２名様） ■宿泊予定： 涸沢ヒュッテまたは涸沢小屋
■旅行日程： 歩行時間/約５時間３０分（１日目）、約７時間（２日目）、約５時間（３日目）
①上高地（歩）梓川に沿って（歩）横尾を経由（歩）横尾本谷から涸沢へ（歩）涸沢（山小屋泊） ②涸沢を早朝出発
（歩）北穂沢（歩）東稜取付（歩）高度感ある東稜を慎重に進み北穂山頂へ（歩）一般ルートを下り涸沢へ（山小屋泊）
③涸沢（歩）横尾（歩）徳沢（歩）明神（歩）上高地（解散）

オンライン予約はこちら

５月、６月の剱岳は本場アルプスに匹敵します

ピッケル、ハーネス、ヘルメット、アイゼン
靴○
靴○
靴○
靴 保険割増
○
ＡＪＷ０２９ 剱岳登頂と雪上技術 （２泊３日） 百名山 ×１
■集 解 散： 室堂バスターミナル１３：1０集合/１２：００解散予定
■旅行期間：①（2020 年）5/22（金）～5/24（日） ②5/29（金）～5/31（日）③6/5（金）～6/7（日） ④6/12（金）～6/14（日）
■旅行代金： ￥７６，０００
■募集人員： １５名様（最少催行人員：３名様） ■宿泊予定： 剱沢小屋または剱御前小舎
■旅行日程： 歩行時間/約３時間（１日目）、約７時間（２日目）、約３時間（３日目）
①室堂バスターミナル（歩）雷鳥坂（歩）別山乗越（歩）剱沢(山小屋泊) ②剱沢（歩）別山尾根、または平蔵谷から
頂上を目指します。（歩）剱岳（歩）下りは平蔵谷を下降します（歩）剱沢(山小屋泊) ③剱沢（歩）別山乗越（歩）
雷鳥坂（歩）室堂バスターミナル（解散）

オンライン予約はこちら

穂高岳ヴァリエーションルート入門

靴○
靴○
靴○
靴 保険割増
ピッケル、ハーネス、ヘルメット、アイゼン ○

ＡＪＷ０３０ 前穂高岳北尾根登攀 （１泊２日）
■集 解 散： 上高地バスターミナル０８：３０集合/上高地河童橋１５：００解散予定
■旅行期間： ①（2020 年）6/4（木）～6/5（金） ②6/6（土）～6/7（日） ③6/13（土）～6/14（日）
■旅行代金： ￥６５，０００
■募集人員： ８名様（最少催行人員：２名様） ■宿泊予定： 涸沢ヒュッテまたは涸沢小屋
■旅行日程： 歩行時間/約５時間３０分（１日目）、約１０時間（２日目）
①上高地（歩）梓川に沿って（歩）横尾を経由（歩）横尾本谷から涸沢へ（歩）涸沢（山小屋泊） ②涸沢を早朝出発
（歩）前穂高岳四峰・五峰の鞍部へ（歩）ここからロープを結び北尾根の登攀（歩）三峰の核心部では３級程度の岩登
りがあります（歩）前穂高岳（歩）頂上からは、奥明神沢または重太郎新道を下り岳沢へ（歩）岳沢（歩）上高地（解散）

オンライン予約はこちら

