
1.この旅行は、山交観光株式会社（以下「当社」といいます）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「旅行契約」といいます）を締結することになります。

2.お申し込みは当社所定の申込書に所定の事項をご記入の上、下記の申込金を添えてお申し込みいただきます。申込金は旅行代金又は取
消料若しくは違約料の一部として取り扱います。旅行契約は、当社が予約の承諾をし、申込金を受領したときに成立するものとします。お申
込金は、

3.当社は、電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段による、旅行契約の予約を受け付けることがあります。この場合、予約の時点では契約
は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日から起算して３日以内に、２に定める金額の申込金と申込書を提出していただきま
す。当該期間内に申込金と申込書の提出がなされない場合、当社は予約がなかったものとして取り扱います。

4.20歳未満の方が単独でご参加の場合は、親権者の同意書が必要です。
5.旅行代金は、旅行開始日の14日前までに全額お支払いいただきます。
6.参加されるお客様のうち特に注釈のない場合、満12歳以上の方は大人旅行代金、満6歳以上（航空機利用コースは満3歳以上）12歳未
満の方は、こども旅行代金（注釈のないかぎり航空機利用は大人旅行代金の80％、全行程バス利用は大人旅行代金70％）となります。

7.お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担となります。
8.確定した旅行日程、航空機の便名及び宿泊ホテル名を記載した確定書面（確定旅行日程表）を遅くとも旅行開始日の前日までお渡ししま
す。（原則として旅行出発日の7日前～5日前にはお届けするよう努力しますが、6月～8月の多数催行時期出発および特定時期出発のコ
ースでは旅行開始日の前日までお渡しすることもあります。

旅 行 代 金 2万円未満 5万円未満 10万円未満 15万円未満 15万円以上
申 込 金 5,000円 10,000円 20,000円 30,000円 旅行代金の20％

ご旅行条件（要旨）

お申し込み・お問い合わせは、山交観光へご一報ください。

※現地の道路状況により、時間・コースが変更になる場合がありますのでご了承下さい。
※詳しい旅行条件を説明した書面（所定申込書裏面記載）を用意していますので、事前にご確認の上お申し込み下さい。

9.旅行代金に含まれるもの・含まれないもの
　旅行代金には旅行日程に明示した利用運送機関の運賃・料金（注釈のないかぎりエコノミークラス）・送迎バス料金・宿泊料金・食事料
金・施設入場料金・添乗サービス料（添乗員が同行する場合）・団体行動のチップ・旅行取扱料及び消費税等諸税を含みますが、日程に
含まれない交通費・飲食費及び個人的性質の諸費用は含まれておりません。

10.取消料はお申込みの後、お客様のご都合により旅行を取消される場合、旅行代金に対してお一人につき下記の料率で取消料又は取消料と
同額の金額の違約料を申し受けます。

11.当社は当社の責任が生ずるか否かを問わず、特別補償規定の定めるところにより、お客様がご旅行中にその生命、身体または手荷物の
被られた一定の補償について、補償金および見舞金をお支払いします。

12.当社は契約内容の重要な変更が生じた場合は、旅行代金に所定の率を乗じた額の変更補償金を旅行終了日の翌日から30日以内に支
払います。（お客様の同意を得て同等価値以上の品物又はサービスの提供とすることがあります。この場合は変更補償金はお支払いできません）

13.当パンフレットの旅行には、注釈のない限り、合流地点より添乗員が同行致します。
14.当パンフレットの旅行代金算出基準日は2022年6月1日現在のものです。
15.当パンフレットの最少催行人員は、15名になります。
16.ここに記載のない事項は当社旅行業約款（募集型企画旅行契約約款）によります。

旅行の
解除期日
取消料 無　　料 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％

旅行開始日の前日 旅行開始日の当日 旅行開始後の解除また
は無連絡不参加の場合

旅行開始日の20日前
から8日前まで

旅行開始日の7日前か
ら2日前まで

旅行開始日の21日前
まで

ご参加頂く皆様の安心と安全を守るため、新型コロ
ナウイルス感染症防止と安全確保を最優先に対応し
てまいります。山交観光バスツアーの新型コロナウイルス感染症対策

※参加者6～7名に1名の割合で登山ガイドが同行します。登山ガイドとは別に、全てのツアーに登山経験のある添乗員が1名以上同行します。
※レベル表記は距離、標高差、歩行時間などから総合的に判断して当社で設けた基準になり、あくまでも目安です。事前に地図やガイドブック、インターネット等でルー
トをご確認いただき、ご自身の体力と経験に応じたコースをお選びください。

コースタイムグレード １日の標高差 内　容 ツアー名

①ツアー中は登山ガイド・添乗員の案内のもとで団体行動をお願いします。
②登山は原則として自己責任です。転倒や滑落について、引率の登山ガイド・添乗員は注意を促すことはできても事故を未然に防ぐことはで
きません。山に合った装備の準備や、山のレベルに合わせたトレーニングの上、万全の状態での参加をお願いいたします。

③登山装備が不十分の場合、体力面で不十分だと登山ガイドや添乗員が判断した場合は参加をお断りすることや、現地で下山をお願いするこ
とがございます。

④天候等の状況によって予定したコースの変更や、当日のルート変更や登頂を断念することがございます。
⑤旅行保険として、傷害死亡1,000万円、入院日額6,500円、通院日額3,000円、救援者費用213万、携行品損害40万円の補償がツアー
に組み込まれています。

ツアーレベルの目安

注意事項と
お願い

37.5℃

1 バス車内消毒 2 乗車人数を少人数に 3 バス車内滞在時間 4 バス車内換気の徹底

5 手洗い・うがい・アルコール消毒の励行 8 感染症予防の徹底7 リスク管理6 乗務員のマスク着用

三密対策で乗車人数の上限を減少し
てツアー募集を行います。
※乗車定員の50％程度にして運行し
ます。

約1.5時間に一度の休憩にして車内滞
在時間を短くします。

バス車内については換気のほか、適宜、
消毒液を使用し消毒と除菌を行なってお
ります。
※１日１回の車内消毒や観光地で待機中
に取手や肘置きの消毒など

乗務員は、手洗い・うがい・アルコー
ル消毒を徹底しております。また、参
加者の皆様にも、手洗い・うがいの
徹底をお願いします。

各業態別ガイドラインに沿ってバス
のみならず、観光、食事においても
三密リスクを下げる旅程管理を徹底
します。

当日、お客様が自ら検温いただき 37.5℃
以上の熱がある場合にはご参加をご遠慮い
ただきます。バス乗車中は常にマスクの着
用に、ご協力をよろしくお願いします。

乗務員はマスクを着用してご案
内致します。また、出発前に検
温を実施し健康状態の確認を
行います。

エアコン（フィルター付）

車外の空気 車外へ排出車
外
の
空
気

「外気導入モード」時ではおおむね５
分で車内の空気を入れ替えることがで
きます。観光地・目的地・休憩地等
での待機中は、窓開けによる車内換
気を実施します。
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旅行企画・実施

観光庁長官登録旅行業第1528号
JATA正会員

http://yamakokanko.jp/長 井 営 業 所
0238－84－1820

米 沢 営 業 所
0238－22－1022
東 根 営 業 所
0237－43－8200

本社営業所営業二課
023－676－7311

新 庄 営 業 所
0233－22－2711

申込期限：令和４年７月８日（金）１８時 
※期限厳守でお願いいたします。

＜「山の日」全国大会に関する問い合わせ＞
第６回「山の日」全国大会実行委員会事務局

TEL：023－630－2396
〒990－9567 山形県山形市鉄砲町２－13－18
TEL：023－641－4567　FAX：023－641－4573
Ｅmail ： ｅｉｇｙｏ-１ｋａ＠ｙａｍａｋｏｋａｎｋｏ.ｃｏ.jｐ

受付時間： 平日９時30分～18時00分　
                第１・３・５土曜日９時30分～14時00分
※第２・４土曜日（６月の土曜日は全て休業）、日曜日、祝日は休業

営業時間： 平日９時30分～18時00分　第１・３・５土曜日９時30分～14時00分
※第２・４土曜日（６月の土曜日は全て休業）、日曜日、祝日は休業
※詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので必ず事前にご確認の上お申込みください。

　謹啓　時下益々ご清祥のこととお
慶び申し上げます。
　このたびは、「第６回『山の日』
全国大会やまがた 2022」が山形県山
形市・上山市（蔵王地域）で開催さ
れますことを心より歓迎いたしま
す。
　本大会の開催を記念したオプショ
ナルツアーにつきまして、山交観光
株式会社にて受付させて頂きます。
　皆様のご来場と多数のご利用を心
よりお待ち申し上げます。

「山の日」全国大会とは・・・　
国民の祝日「山の日」の趣旨の浸透を図り、
山に関する歴史・文化の継承、環境保全、
観光振興、山岳遭難や自然災害への対応
などの課題解決や、山のあり方について
考える機会とするため、毎年開催されている
全国大会（式典、記念登山などを実施）です。 
2022（令和４）年８月、第６回「山の日」全国
大会が山形県蔵王を主会場に開催されます。

「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する
こと」を趣旨として平成28年に施行された国
民の祝日（毎年8月11日）。

「山の日」が制定されたことを契機に、地域の
宝である山に光を当て、山の魅力を認識し愛着
を高め、その魅力を発信し、山岳観光の振興に
繋げるために県内の魅力的な山を選定したもの
（山形県が選定）。

山の日とは

やまがた百名山

蔵王山 月山

西吾妻山

鳥海山 飯豊山麓 地蔵盛山

第６回「山の日」全国大会やまがた2022
オプショナルツアー申込のご案内
（やまがた百名山トレッキングと名湯満喫ツアー）

申込期限
令和４年７月８日（金）１８時 

※期限厳守でお願いいたします。

２時間以内 150ｍ程度
これから登山を始める方には最適
な入門コースです。

３～５時間程度 500ｍ程度

５時間程度 750ｍ程度 一般登山向きの中級コースです。

一般登山向きの初級コースです。

５～７時間程度 1,000ｍ程度 本格的登山コースになります。 鳥海山プラン Ｉ II

飯豊山麓（温身平）プラン
地蔵盛山プラン

蔵王山プラン

月山プラン
西吾妻山プラン

注意事項と
お願い

レベル１
レベル２
レベル３
レベル４

山交観光株式会社　
第６回「山の日」全国大会やまがた2022 オプショナルツアー事務局 



●リュックサック（日帰り 20～ 30 リットル）　●ザックカバー　●帽子　
●手袋　●飲料水（１リットル以上）　
●雨具（上下セパレートでフード付の完全防水のもの）　
●防寒着（フリースやダウンなど）　
●ロングパンツ（収縮性あるズボンなど）
●登山靴（くるぶしまであるものや防水性のあるもので
　履き慣れたもの。但しスニーカー不可。）
　※Gコース温身平プランはウォーキングのため、
　　スニーカー可
●ビニール袋　●ハイカロリー食品　●救急薬品　
●小銭（トイレ使用時）　●保険証
●携行トイレ　など

蔵王山プラン
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西吾妻山（2,035ｍ）

A
コース

※この商品のバス会社は山交バスまたは同等クラス（大型バス）となります。

★食事条件：朝食１回、昼食１回、夕食１回
　【２日目の昼食】
　昼食は携行しやすいおにぎり弁当をご準備いたします。
★最少催行人員：15名　★募集人員：20名
★添乗員：同行します。
★お部屋タイプ：和室（相部屋利用）
　定員より少ない2～3名にて利用予定です。
　同一グループの場合はご相談ください。

★食事条件：朝食１回、昼食１回、夕食１回
　【２日目の昼食】
　昼食は携行しやすいおにぎり弁当をご準備いたします。
★最少催行人員：15名　★募集人員：20名
★添乗員：同行します。
★お部屋タイプ：和室（相部屋利用）
　定員より少ない2～3名にて利用予定です。
　同一グループの場合はご相談ください。

山形駅（14：00）～（貸切バス）～蔵王坊平・クアオルトウォーキング体験～蔵王温泉（泊）
 　　　　【宿泊予定ホテル：堺屋森のホテル　ヴァルトベルク】 

ホテル～（送迎バス）～蔵王中央ロープウェイ温泉駅++++++++鳥兜駅（1,387m）・・・・・・・・・鳥兜山・・・・・・・・・紅葉峠
（六合目）・・・・・・・ザンゲ坂（七合目））・・・・・地蔵尊（八合目）・・・・・ワサ小屋跡（九合目）・・・・・熊野岳（1,841ｍ）・・・・・・
刈田岳（1,758m）・・・・・・大黒天（1,432m）～（貸切バス）～山形駅（16：00頃）

蔵王坊平高原ウォーキング

蔵王温泉 堺屋森のホテル　ヴァルトベルク

泉質…酸性、硫黄泉、硫黄塩泉
効能…外傷、皮膚病、美肌効果 など

蔵王の大自然に囲まれた森（ヴァルト）と山（ベルク）のホテル。源泉か
け流しの温泉と山形の郷土料理をご堪能ください。

＜申込みにあたっての注意事項＞
＊募集定員を超えたお申込みがあった場合は、抽選となります。
＊弊社営業時間外にいただいたご変更・お取消につきましては、翌営業日のお取り扱いとさせて
いただきます。
＊当日連絡がない場合は無連絡として取扱い、１００％の取消料を申受けます。
＊ツアー中に撮影した写真等は山形県ホームページに掲載されることがございます。予めご了承
ください。
＊新型コロナウイルス感染拡大防止の為、「新しい旅のエチケット」等を遵守して実施いたします。
＜ツアー参加にあたっての注意事項とお願い＞
①１名様でのお申込みの場合は、男女別の相部屋のご案内を基本といたします。２名様以上での
お申込みの場合は、グループごとのお部屋割りといたします。
②登山に必要な「基本装備」については必ずご一読ください。また登山靴などは経年劣化により
破損する危険性がございます。必ず、出発前に各自にて各種道具のご確認をお願いいたします。

③登山ガイドとは別に、全てのツアーに登山経験のある添乗員が１名以上同行します。
④事前に地図やガイドブック、インターネット等でルートをご確認いただき、ご自身の体力と経
験に応じたコースをお選びください。
⑤ツアー中は登山ガイド・添乗員の案内のもとで団体行動をお願いします。
⑥登山は原則として自己責任です。転倒や滑落について、引率の登山ガイド・添乗員は注意を促
すことはできても、事故を未然に防ぐことはできません。山に合った装備の準備や、山のレベ
ルに合わせたトレーニングをした上で、万全の状態でのご参加をお願いいたします。
⑦登山ガイドや添乗員が、参加者の登山の準備が不十分の場合や体力面で不十分だと判断した場
合は、参加をお断りすることや、現地で下山をお願いすることがございます。
⑧天候等の状況によって予定したコースの変更や、当日のルート変更や登頂を断念することがご
ざいます。
⑨コロナウイルスの感染状況によって行程を若干変更する場合もございますので予めご了承お願
いいたします。

「基本装備」山行の装備でご参加をお願いします
申し込みについて
・対象；小学生以上
・お申込みはお一人様１コース限定となります。
・各コースとも、応募者多数の場合は抽選となります。抽選の結果、参加が決定し
た方には、7月13日（水）までに山交観光㈱よりメール、または電話、郵送でご
連絡を差し上げます。
・予定バス会社；山交バス、朝日観光バス、または同等クラス
・この商品にはバスガイドは付きません。
※この事業は、第６回「山の日」全国大会実行委員会（山形県等で構成）の委託
事業です。

代金の支払いについて
当選者にお送りする請求書の内容をご確認の上、指定口座にお支払いください。
お支払期限：７月２０日（水）となります。
※ツアーの最終案内書については、７月２９日（金）発送予定です。

●平成20年度に文部科学省からナショナルトレーニングセンター高地ト
レーニング強化拠点に指定されたＺＡＯ坊平アスリートヴィレッジで
クアオルトウォーキングを体験します。

◆クアオルト健康ウオーキングは、ドイツで活用されている、気候性地形
療法の手法やコースの基準を基本とし、日本の自然環境や気候に適合
させ、路面の傾斜や変化、安全対策などに配慮した、運動指導です。

●蔵王登山では奈良時代に遡る蔵王古道に沿って歩きます。
●運が良ければ旅するチョウ、アサギマダラや、夏の蔵王の花“コマク
サ”も見られることでしょう。

●昨年テレビ番組で蔵王古道が放映された際にガイドを務め
た方にガイドをお願いしています。

　１日目の夜に蔵王古道の魅力と歴史について語っていただ
く時間を設けています。

温泉について

月山プラン

日次 食事コ　ー　ス　　　 AL B005
ー
ー
夕

朝
弁
ー

月山（1,984ｍ）
Ｂ
コース

※この商品のバス会社は山交バスまたは同等クラス（大型バス）となります。

山形駅（14：00）～（貸切バス）～県立自然博物園（月山の湧水・ブナの原生林など悠久の森の営みを体験）～
月山志津温泉（泊） 　　　　　　　　　　　　【宿泊予定ホテル：月山志津温泉　月山まいづるや】 

ホテル～（貸切バス）～姥沢駐車場・・・・・・・・リフト下駅++++++月山ペアリフト++++++リフト上駅（1,520ｍ）・・・・・・・・・
牛首下分岐・・・・・・・牛首・・・・・・・・・月山（1,984ｍ）・・・・・・・・・仏生池・・・・・・・・・･・・弥陀ヶ原・・・・・・・・・・・月山八合目駐車場
（1,393ｍ）～（貸切バス）～山形駅（18：00頃）

自然解説員の解説付き

月山志津温泉 月山まいづるや

泉質…ナトリウム・塩化物炭酸水素塩泉
効能…アトピー・湿疹、五十肩、腰痛 など

「日本秘湯を守る会」会員のお宿。美肌効果の高い温泉はもちろんのこ
と、旬の食材を使った料理も楽しめます。 ●広大な園内に樹齢２００年にもなるブナの大木をはじめとした原生

林が広がるほか、ミズナラ、カエデ、トチなどが林立しています。１
時間半程度ではありますが、解説員の話を聞きながらトレッキング
をお楽しみください。
●月山は出羽三山の主峰とし、古来より羽黒山、湯殿山とともに山岳
信仰の聖地とされてきました。
●日本百名山であり、花の百名山でもある月山を花の最盛期に縦走
します。山形県の名峰の眺望と高山植物をお楽しみください。
※月山の三角点が1,984ｍ地点にございますが、混雑状況次第で行
けない場合がございます。
　その場合の最高到達地点は月山神社のある標高1,980ｍ
となります。

温泉について

●歩行時間
　約６時間30分
 （登り530ｍ・下り650ｍ）

ツアーのポイントツアーのポイント

ツアーのポイントツアーのポイント

1
8/11
（木）

2
8/12
（金）

1
8/11
（木）

2
8/12
（金）

★食事条件：朝食１回、昼食１回、夕食１回
　【２日目の昼食】
　昼食は携行しやすいおにぎり弁当をご準備いたします。
★最少催行人員：15名　★募集人員：20名
★添乗員：同行します。
★お部屋タイプ：和室（相部屋利用）
　定員より少ない2～3名にて利用予定です。
　同一グループの場合はご相談ください。

西吾妻山プラン

日次 食事コ　ー　ス　　　 AL B006
ー
ー
夕

朝
弁
ー

Ｃ
コース

※この商品のバス会社は山交バスまたは同等クラス（大型バス）となります。

山形駅（14：00）～（貸切バス）～道の駅よねざわ（休憩）～白布温泉（泊） 【宿泊予定ホテル：中屋別館　不動閣】 

ホテル～（貸切バス）～天元台ロープウェイ++++++++天元台リフト++++++北望台（1,810ｍ）・・・・・・・・西吾妻山
（2,035ｍ）・・・・・・・・・西大巓（1,982ｍ）・・・・・・・・・グランデコ パノラマゴンドラ山頂駅（1,390ｍ）+++++++山麓駅～（貸切
バス）～道の駅よねざわ（休憩）～山形駅（19：00頃）

人気の道の駅

白布温泉 中屋別館　不動閣

泉質…カルシウム硫酸塩泉、含石膏硫化水素泉
効能…胃腸病、肩凝り、ストレス など

吾妻山の玄関口、天元台高原の麓にあるお宿。大正時代のレトロな建物
や、最上川の源流渓谷を眺めながらの大浴場が名物です。

●日本百名山で、吾妻連峰の最高峰である西吾妻山を山形側から福

島側に縦走します。

●オオシラビソの原生林、ハイマツの広がり、そして高層湿原には可

憐な高山植物が豊富で、西吾妻山から西大巓へ向かう稜

線からは磐梯山や裏磐梯の湖沼が眺められ、高山植物と

ともに眺望をお楽しみください。

温泉について

●歩行時間
　約６時間00分
 （登り450ｍ・下り850ｍ）

ツアーのポイントツアーのポイント

1
8/11
（木）

2
8/12
（金）

★食事条件：朝食１回、昼食１回、夕食１回
★最少催行人員：15名　★募集人員：20名　
★添乗員：同行します。
★お部屋タイプ：和室（相部屋利用）
　定員より少ない2～3名にて利用予定です。
　同一グループの場合はご相談ください。

地蔵盛山プラン

日次 食事コ　ー　ス　　　 AL B009
ー
ー
夕

朝
昼
ー

F
コース

※この商品のバス会社は朝日観光バス（マイクロバス）となります。

山形駅（14：00）～（貸切バス）～道の駅尾花沢～肘折温泉（泊）　　　　　　　　　　　　　　　  
 ※到着後は、温泉街散策をお楽しみください。【宿泊予定ホテル：つたや肘折ホテル】 

ホテル・・・・・・・・薬師神社口（299ｍ）・・・・・・・・薬師神社・・・・・・・・地蔵倉参道入口・・・・・・・・・・地蔵倉（456ｍ）・・・・・・・・地蔵倉参
道入口・・・・・・・・肘折ダム・・・・・・・・旅館（荷物受取）～（貸切バス）～肘折いでゆ館（入浴・昼食）～日本棚田百選「四ヶ村の
棚田」～尾花沢 道の駅（休憩）～山形駅（16：30頃）

肘折温泉 つたや肘折ホテル

泉質…ナトリウム・塩化物炭酸水素塩泉
効能…関節痛、疲労回復、リウマチ・神経病 など

開湯千二百年と言われる良質な温泉、心をこめた料理でごゆっくりとお楽
しみください。昔ながらの湯治場や肘折温泉名物の朝市なども人気です。

●山頂までの正式な登山道はなく、山頂は藪に覆われて展望はあり
ませんので、山の中腹にある、肘折温泉の開湯縁起にまつわる老
僧が住んでいたと伝えられる洞窟、「地蔵倉」まで登ります。
　地蔵倉は約600年前に開創され、縁結び、安産、商売繁盛のご利益
があるとされ、紙を捻って岸壁の孔に通すと良縁に恵まれると信仰
を集めており、多くの参拝者が訪れます。
●肘折温泉からこの地蔵倉までの登山道が２ルート整備されており、
今回は行きと帰りでコースを変え周遊してお楽しみいた
だきます。
●湯治で有名な肘折温泉と一緒にお楽しみいただける、初
心者の方向けのコースです。

温泉について

●歩行時間
　約２時間00分
 （登り150ｍ・下り150ｍ）

ツアーのポイントツアーのポイント

1
8/11
（木）

2
8/12
（金）

鳥海山プランＩ

日次 食事コ　ー　ス　　　 AL B007
ー
ー
夕

朝
弁
ー

D
コース

※この商品のバス会社は山交バスまたは同等クラス（大型バス）となります。

山形駅（14：00）～（貸切バス）～道の駅鳥海ふらっと（休憩）～鳥海温泉（泊） 【宿泊予定ホテル：鳥海温泉　遊楽里】 

ホテル～（貸切バス）～吹浦口・太平登山口（1,080ｍ）・・・・・・・・見晴台・とよ・河原宿・・・・・・・・御浜小屋（1,700ｍ）・・・・・・・・
蛇石流分岐・・・・・・・・千畳ヶ原・・・・・・・・滝ノ小屋・・・・・・・・湯ノ台登山口（1,200ｍ）～（貸切バス）～湯の台温泉・鳥海山荘
（入浴）～山形駅（19：30頃）

●歩行時間
　約８時間30分
 （登り700ｍ・下り500ｍ）

1
8/11
（木）

2
8/12
（金）

鳥海山（2,236ｍ）

★食事条件：朝食１回、昼食１回、夕食１回
　【２日目の昼食】
　昼食は携行しやすいおにぎり弁当をご準備いたします。
★最少催行人員：15名　★募集人員：20名
★添乗員：同行します。
★お部屋タイプ：和室、洋室（相部屋利用）
　定員より少ない2～3名にて利用予定です。
　同一グループの場合はご相談ください。

鳥海山プランII

日次 食事コ　ー　ス　　　 AL B008
ー
ー
夕

朝
弁
ー

E
コース

※この商品のバス会社は山交バスまたは同等クラス（大型バス）となります。

山形駅（14：00）～（貸切バス）～湯の台温泉（泊） 【宿泊予定ホテル：鳥海山荘】 

ホテル～（貸切バス）～湯ノ台登山口（1,200ｍ）・・・・・・・・滝ノ小屋・・・・・・・・千畳ヶ原・・・・・・・・蛇石流分岐・・・・・・・・御浜小屋
（1,700ｍ）・・・・・・・・河原宿・とよ・見晴台・・・・・・・・吹浦口・大平登山口（1,080ｍ）～（貸切バス）～鳥海温泉・あぽん西浜
（入浴）～山形駅（19：00頃）

湯の台温泉 鳥海山荘

泉質…単純温泉
効能…関節痛・神経痛・疲労回復 など

庄内平野と出羽丘陵の美しい風景と、凛とした鳥海山を眺めることが出
来る絶好のロケーション（標高520ｍに位置）です。

●鳥海山は山形県内の最高峰で日本百名山でもあり「出羽富士」と呼
ばれる美しい山容をしています。
●今回は山頂を目指しませんが、200種類を超える高山植
物の最盛期のフラワートレッキングとなります。

温泉について

●歩行時間
　約８時間30分
 （登り500ｍ・下り700ｍ）

ツアーのポイントツアーのポイント
1
8/11
（木）

2
8/12
（金）

※山頂には登りません。

※山頂には登りません。
最高到達地点は、地蔵倉（456m）です。

鳥海山（2,236ｍ）

●鳥海山は山形県内の最高峰で日本百名山でもあり「出羽富士」と呼
ばれる美しい山容をしています。
●今回は山頂を目指しませんが、200種類を超える高山植
物の最盛期のフラワートレッキングとなります。

ツアーのポイントツアーのポイント

※山頂には登りません。

★食事条件：朝食１回、昼食１回、夕食１回
　【２日目の昼食】
　昼食は携行しやすいおにぎり弁当をご準備いたします。
★最少催行人員：15名　★募集人員：20名　
★添乗員：同行します。
★お部屋タイプ：和室、洋室（相部屋利用）
　定員より少ない2～3名にて利用予定です。
　同一グループの場合はご相談ください。

鳥海温泉 遊楽里

泉質…ナトリウム塩化物泉
効能…アトピー・湿疹、美肌効果、腰痛

山形県の日本海側最北の遊佐町に位置します。鳥海山と日本海を望むこ
とが出来る温泉宿です。日本海の旬の食材をお楽しみください。

温泉について

飯豊山麓（温身平）★食事条件：朝食１回、昼食１回、夕食１回
　【２日目の昼食】
　昼食はセラピー弁当をご準備いたします。
★最少催行人員：15名　★募集人員：20名
★添乗員：同行します。
★お部屋タイプ：和室（相部屋利用）
　定員より少ない2～3名にて利用予定です。
　同一グループの場合はご相談ください。

飯豊山麓（温身平）プラン

日次 食事コ　ー　ス　　　 AL B010
ー
ー
夕

朝
弁
ー

G
コース

※この商品のバス会社は山交バスまたは同等クラス（大型バス）となります。

山形駅（14：00）～（貸切バス）～飯豊～小国～飯豊温泉（泊） 【宿泊予定ホテル：国民宿舎 飯豊梅花皮荘】 

ホテル～（貸切バス）～飯豊山荘・・・・・・・・温身平までウォーキング、森林セラピー弁当の昼食・・・・・・・・飯豊山荘～（貸切
バス）～梅花皮荘、及び川入荘（入浴）～山形駅（17：30頃）

飯豊温泉 国民宿舎 飯豊梅花皮荘

泉質…ナトリウム・カリウム・塩化物・
　　　炭酸水素泉・硫酸塩泉
効能…きりきず、冷え性、皮膚乾燥症 など

雄大な飯豊連峰と玉川のせせらぎに抱かれ800年の名湯を満喫できるお宿
です。山の幸、川の幸をふんだんに使った自然の味覚をお楽しみください。

●磐梯朝日国立公園内、飯豊連峰の麓に位置するブナの森・温身平
は、平成18年4月、全国初の森林セラピー（Ｒ）基地に認定されま
した。なだらかで歩きやすい総延長約５.５kmの遊歩道が整備され
ており、体力に自信のない方でもゆっくりと散策を楽しめます。
●「森林セラピー」とは、森の癒し効果を活かして心身の元気を取り
戻そうという取組のことで、温身平の森でも癒しの効果や森林環
境に関する実証実験が行われ、その結果、極めて優れた特性を有す
ることが確認されました。
●森の香りや木漏れ日に包まれて、選ばれた森だけが与え
てくれる癒しのひとときをお楽しみください（このツアー
はウォーキングで、登山のような負荷はかかりません）。

温泉について

●歩行時間
　約３時間00分

ツアーのポイントツアーのポイント

1
8/11
（木）
2
8/12
（金）

★このツアーは
　ウォーキングになります。

申込期限：令和４年７月８日（金）１８時

旅行日（７プラ
ン共通）

令和４年

8月11日（木）～12
日（金）

旅行代金（７プ
ラン共通）

お一人様 10,000
円（税込）

大人・小人
同額

小 国 町

「飯豊山麓（温身平）」と
「飯豊温泉」

大 蔵 村

「地蔵盛山」と
「肘折温泉」

酒 田 市

「鳥海山」と
「湯の台温泉」

鳥兜山
（1,387ｍ）

地蔵岳
（1,736ｍ）

●歩行時間
　約５時間00分
 （登り500ｍ・下り400ｍ）

レベル

レベル

レベル

レベル

レベル

レベル

レベル

山 形 市

「蔵王山」と
「蔵王温泉」

西 川 町

「月山」と
「月山志津温泉」

米 沢 市

「西吾妻山」と
「白布温泉」

遊 佐 町

「鳥海山」と
「鳥海温泉」

熊野岳
（1,841ｍ）

地蔵盛山（594ｍ）


