
・１０名様限定の少人数！　・宿泊施設は1名1室確保！

・バス席　1名2席確保！

追加企画 10名様限定日帰りの山旅 《バス席1名2席確保》追加企画 10名様限定日帰りの山旅 《バス席1名2席確保》 

体力2 技術12384 日帰り

■食事回数／なし　■最少催行人員／8名
■歩行／7km・3時間半・[獲得標高：825m］

白髪岳は熊本・宮崎県県境に位置します。この時期
は、バイケイソウが期待できます。

熊本

九州百

博多駅(8:00発)＝基山PA(8:30発)＝白髪岳新登山口
(1100m)…猪ノ子伏…白髪岳(1417m)…白髪岳新登山
口＝各自入浴(予定)＝基山PA(19:30頃着)＝博多駅
(20:00頃着)

博多駅(8:00発)＝基山PA(8:30発)＝登山口(515m)…参
道入口(240m)…3333段の石段…大行司山(957m)…
釈迦院＝各自入浴(予定)＝基山PA(18:00頃着)＝博多
駅(18:30頃着)

体力2 技術12066 日帰り

■食事回数／なし　■最少催行人員／8名
■歩行／3km･2時間［獲得標高：850m］

熊本県にある日本一の石段を登ります。正式名所は
釈迦院御坂遊歩道。3333段の石段と大行司山に登
り釈迦院に参拝します。下山はバス移動です。

熊本

体力2 技術1

■食事回数／なし　■最少催行人員／8名
■歩行／6.7km・4時間・[獲得標高：1180m］

2296 日帰り

九重連山の星生山に牧ノ戸登山口から登ります。
山頂からは九重の山々が一望できます。

博多駅(8:00発)＝基山PA(8:30発)＝牧ノ戸登山口
(1330m)…分岐…星生山(1762m)…分岐…牧ノ戸登山
口＝各自入浴(予定)＝基山PA(19:00頃着)＝博多駅
(19:30頃着)

大分

期間 料金7/4(土) 16,800円 期間 料金7/5(日) 18,800円

体力2 技術2

■食事回数／なし　■最少催行人員／8名
■歩行／4.5㎞・3時間半・[獲得標高：800m]

2404 日帰り

英彦山系の一角、鷹ノ巣山に登ります。この山は典
型的な溶岩ビュートで山全体が国の天然記念物に
なっています。

博多駅(8:00発)＝基山PA(8:30発)＝薬師林道入口
(806m)…鷹ノ巣山/一ノ鷹巣(979m)…三ノ鷹巣…林道
出口…国道出合(810m)＝各自入浴(予定)＝基山PA
(18:30頃着)＝博多駅（19:00頃着)

福岡

期間 料金7/11(土) 14,800円

体力2 技術1

■食事回数／なし　■最少催行人員／8名
■歩行／6.4km・3時間半・[獲得標高：850m］

2069 日帰り

山頂からは由布岳・九重山群の展望が広がる人気
の山です。山が始めての方でも安心してご参加頂
ける初心者向けの山です。

博多駅(8:00発)＝基山PA(8:30発)＝変電所跡登山口
(811m)…分岐…福万山(1236m)…分岐…スポーツセ
ンター＝各自入浴(予定)＝基山PA(18:00頃着)＝博多
駅(18:30頃着)

大分

期間 料金7/12(日) 15,800円 期間 料金7/19(日) 16,800円

ふくまんやま

九州百3333段！日本一の石段
釈迦院御坂遊歩道と大行司山

しゃかいんみさかゆうほどう だいぎょうじさん

たかのすやましらがだけ

博多駅(8:00発)＝基山PA(8:30発)＝仁田峠(1080m)…
薊谷…紅葉茶屋…パノラマコース…普賢岳(1359m)…
仁田峠＝各自入浴(予定)＝基山PA(20:00頃着)＝博多駅
(20:30頃着)

■食事回数／なし　■最少催行人員／8名
■歩行／5km・3時間[獲得標高：960m］

九州百名山・雲仙普賢岳パノラマコースで山頂
を目指します。平成新山を間近に望む周遊コー
スです。

長崎

体力2 技術12064 日帰り

■食事回数／なし　■最少催行人員／8名
■歩行／4.8km･2時間半［獲得標高：695m］

九重連山に属する2座を縦走します。オオヤマレ
ンゲが自生する貴重なコースです。

大分

九州百

博多駅(8:00発)＝基山PA(8:30発)＝スキー場駐車場
(1150m)…猟師山(1423m)…合頭山(1447m)…合頭山登
山口(1280m)＝各自入浴(予定)＝基山PA(18:30頃着)＝博
多駅(19:00頃着)

期間 料金6/14（日） 15,800円

オオヤマレンゲの自生地
猟師山と合頭山縦走

体力3 技術12065 日帰り

■食事回数／なし　■最少催行人員／8名
■歩行／6.5km･5時間［獲得標高：1620m］

いわずと知れた大分の名峰の由布岳に登りま
す。市内近郊から望める由布岳は大分のシンボ
ルです。

大分

九州百

博多駅(8:00発)＝基山PA(8:30発)＝中央登山口(775m)
…マタエ…由布岳/東峰(1580m)…マタエ…中央登山口
＝各自入浴(予定)＝基山PA(19:30頃着)＝博多駅(20:00
頃着)

期間 料金6/20（土） 16,800円

期間 料金6/21（日） 17,800円

ゆふだけ

体力2 技術12350 日帰り

■食事回数／なし　■最少催行人員／8名
■歩行／6km･3時間［獲得標高：920m］
※烏帽子岳は登山道崩落のため山頂手前までとなります

阿蘇五岳の2座に登ります。初心者の方でも登りや
すく、青 と々した阿蘇の風景を一望できます。

熊本

九州百

博多駅（8:00発)＝基山PA(8:30発)＝草千里駐車場
(1135m)…烏帽子岳(1330m)…草千里駐車場…杵島岳
(1270m)…草千里駐車場＝各自入浴(予定)＝基山PA
(19:00頃着)＝博多駅（19:30頃着)

期間 料金6/27（土） 16,800円

体力2 技術12283 日帰り 体力2 技術22067 日帰り

■食事回数／なし　■最少催行人員／8名
■歩行／4.5km・5時間[獲得標高：1050m]

黒髪山地の縦走コース。岩場・岩尾根を歩く変化に
富んだコースです。山頂からの展望も楽しみです。

佐賀

博多駅(8:00発)＝基山PA(8:30発)＝有田ダム駐車場
(88m)…英山(450m)…黒髪山(516m)…竜門峡キャンプ
場(112m)＝各自入浴(予定)＝基山PA(19:30頃着)＝博多
駅(20:00頃着)

期間 料金6/28(日) 15,800円

展望と岩場歩き！

英山から黒髪山縦走

りょうしやま ごうとうさん

雲仙普賢岳
パノラマコース

うんぜんふげんだけ

杵島岳と烏帽子岳登頂
きじまだけ えぼしだけ

九州百

博多駅(8:00発)＝基山PA(8:30発)＝田代原トレイルセン
ター(606m)…展望台…九千部岳(1062m)…分岐…登山
口(630m)＝各自入浴(予定)＝基山PA(19:30)＝博多駅
(20:00頃着)

体力2 技術22379 日帰り

■食事回数／なし　■最少催行人員／8名
■歩行／4km･3時間［獲得標高：890m］

普賢岳の北西に位置する九千部岳はこの時期、山
一面を覆いつくすほどヤマボウシが咲き誇ります。

長崎

期間 料金6/13（土） 17,800円

九州百ヤマボウシ咲く
九千部岳縦走

くせんぶだけ

博多駅(8:00発)＝基山PA(8:30発)＝行者堂(487m)…
大日ヶ岳(829m)…釈迦ヶ岳(844m)…斫石峠(650m)
＝各自入浴(予定)＝基山PA(19 :30頃着)＝博多駅
(20:00頃着)   

体力3 技術22335 日帰り

■食事回数／なし　■最少催行人員／8名
■歩行／5.5km・5時間・[獲得標高：1630m］

英彦山で修行する行者が峰入りに使ったと伝えら
れる「峰入り古道」の大日ヶ岳から釈迦ヶ岳へ縦走
します。

福岡

期間 料金7/18(土) 14,800円
大日ヶ岳から釈迦ヶ岳縦走

だいにちがだけ しゃかがだけ

英彦山系を歩く！

由布岳/東峰 登頂

九州百

大展望の阿蘇を歩く！ 九州百

九重を歩く！

星生山 登頂
ほっしょうさん

はなぶさやま くろかみやま

ブナ原生林を歩く！

バイケイソウの白髪岳
英彦山系
鷹ノ巣山縦走

360度の大展望
福万山登頂

深緑の豊後富士！

 
 
 

 ※催行状況は変更になる場合がございます

      

 

体力2 技術1 宮崎

①博多駅（7:30発)＝基山PA（8:00発）＝塩鶴登山口(55m)…針の耳…双石山(509m)…姥ヶ岳
神社(200m)＝宮崎市内・民【泊】　②＝椿山キャンプ場(210m)…花切山登山口…花切山
(669m)…滝ルート分岐…鏡洲万葉の滝…椿山キャンプ場＝基山PA（20:00頃着）＝博多駅
（20:30頃着）

２日間

6/27（土）～28（日）
■食事回数／朝1回、昼1回、夕1回　■最少催行人員／8名　
■宿泊施設／①ルートイングランティア あおしま太陽閣
■歩行／①3.6km・3時間半[獲得標高：980m]
　　　　②6.8km・4時間半[獲得標高：1290m]

50,800円期間 料金

 

奇岩自然林の双石山縦走と
九州百名山 花切山周遊

２７０５
      

 

体力2 技術1 島根

①博多駅(7:10発)＝小倉駅(8:30発)＝銀山公園(130m)…石見銀山/龍源寺間歩…銀山公園＝

大田市・ビ【泊　②＝姫逃池登山口(587m)…三瓶山/男三瓶山(1126m)…子三瓶山…孫三瓶

山…女夫松登山口(480m)＝小倉駅(19:30頃着)＝博多駅(21:00頃着)

２日間

7/4（土）～5（日）
■食事回数／朝1回、昼1回、夕0回　■最少催行人員／8名　
■宿泊施設／①スカイホテル大田
■歩行／①5km・2時間半
　　　　②6km・4時間[獲得標高：1590m］

47,800円期間 料金

 

２７９８

      

 

体力1 技術1 長崎

博多駅（8:00発）＝基山PA（8:30発）＝野子登山口(25m)…中宮跡…志々伎山(347m)…中宮跡…野

子登山口＝平戸・ビ【泊　②＝登山口(182m)…安満岳(536m)…登山口(438m)＝登山口(135m)…

佐志岳(347m)…登山口＝基山PA（18:30頃着）＝博多駅（19:00頃着）

２日間

7/11（土）～12（日）
■食事回数／朝1回、昼1回、夕0回　■最少催行人員／8名　
■宿泊施設／①ビジネスホテル平戸
■歩行／①3km・2時間半[獲得標高576m]
　　　　②安満岳：2.5km・1時間半[獲得標高480m]　佐志岳：2km・１時間半[獲得標高430m]

39,800円期間 料金

 

平戸島最高峰 安満岳縦走と
九州百名山 志々岐山＆佐志岳

２７８６       

 

体力2 技術1 熊本

①博多駅（8:30発)＝基山PA（9:00発）＝金峰山神社登山口(390m)…金峰山(665ｍ)…西廻りコー
ス…霊巌洞…岩戸の里公園(412m)＝城彩苑 桜の小路＝熊本市内・ビ【泊】　②＝野出西(520m)
…二ノ岳(685m)…三ノ岳(682m)…公民館(415m)＝吉次園＝基山PA(18:30頃着)＝博多駅
（19:00頃着）

２日間

7/18（土）～19（日）
■食事回数／朝1回、昼1回、夕0回　■最少催行人員／8名　
■宿泊施設／①天然温泉 六花の湯 ドーミーイン熊本
■歩行／①4km・3時間[獲得標高：800m]
　　　　②5km･3時間半［獲得標高：950m］

44,800円期間 料金

 

世界遺産 石見銀山街道と三瓶山
世界遺産を歩く！

２８８５

7月・8月出発の催行予定＆催行間近の山旅！7月・8月出発の催行予定＆催行間近の山旅！7月・8月出発の催行予定＆催行間近の山旅！

https://tabihon.jp/

■旅行企画・実施

～おすすめポイント～

※マイクロバスの座席においては、お一人様1席となる座席もありますが、
　十分な間隔を空けての席の配置をいたします。

ゆったり肥後三山踏破　
金峰山・ニノ岳・三ノ岳とフルーツ農園でぶどう狩り

追加企画 10名様限定 1泊2日の山旅追加企画 10名様限定 1泊2日の山旅追加企画 10名様限定 1泊2日の山旅

出発日 曜
日
～ 帰着日 曜

日
コース 旅行代金 状況 出発日 曜

日
～ 帰着日 曜

日
コース 旅行代金 状況

7/3 金 ～ 7/5 日
尾瀬　燧ヶ岳から至仏山縦走
※2020年山旅カタログP15参照

100,000円 催行予定 8/1 土 ～ 8/5 水
表銀座縦走 燕岳・大天井岳・槍ヶ岳
※2020年山旅カタログP24参照

149,000円 催行予定

7/10 金 ～ 7/13 月
羊蹄山・十勝岳・大雪山旭岳
※2020年山旅カタログP10参照

172,000円 催行予定 8/8 土 ～ 8/10 月
山の日登山︕花の大日三山縦走
※2020年山旅カタログP22参照

114,000円 催行間近

7/17 金 ～ 7/19 日
木曽駒ヶ岳から空木岳縦走
※2020年山旅カタログP31参照

107,000円 催行予定 8/8 土 ～ 8/11 火
白馬三山縦走 白馬大雪渓と鑓温泉
※2020年山旅カタログP21参照

125,000円 催行間近

7/23 木 ～ 7/26 日
どっぷり花の乗鞍岳
※2020年山旅カタログP26参照

56,000円 催行間近 8/8 土 ～ 8/11 火
ゆったり鹿島槍ヶ岳から爺ヶ岳縦走
※2020年山旅カタログP21参照

124,000円 催行予定

7/23 木 ～ 7/26 日
百花繚乱の加賀白山
※2020年山旅カタログP33参照

55,000円 催行予定 8/8 土 ～ 8/11 火
薬師岳から花の五色ヶ原
※2020年山旅カタログP24参照

129,000円 催行間近

7/23 木 ～ 7/26 日
白馬岳・雪倉岳・朝日岳
※2020年山旅カタログP21参照

126,000円 催行予定 8/14 金 ～ 8/17 月
鳥海山と月山
※2020年山旅カタログP13参照

145,000円 催行予定

7/25 土 ～ 7/29 水
燕岳・大天井岳・常念岳・蝶ヶ岳
※2020年山旅カタログP24参照

132,000円 催行間近 8/14 金 ～ 8/17 月
早月尾根から登る剱岳
※追加設定

150,000円 催行間近

7/28 火 ～ 7/31 金
飯豊山
※2020年山旅カタログP15参照

155,000円 催行予定 8/19 水 ～ 8/24 月
黒部五郎岳・鷲羽岳・水晶岳・薬師岳＆秘境雲ノ平

※2020年山旅カタログP23参照
199,000円 催行予定

7/30 木 ～ 8/4 火
ゆったり花の雲ノ平を歩く
※2020年山旅カタログP23参照

174,000円 催行予定 8/21 金 ～ 8/24 月
早月尾根から登る剱岳
※2020年山旅カタログP25参照

147,000円 催行予定

7/31 金 ～ 8/2 日
初心者　花満開︕ゆったり加賀白山
※初心者パンフレット

98,000円 催行間近 8/22 土 ～ 8/24 月
トムラウシ山
※2020年山旅カタログP10参照

143,000円 催行予定

8/1 土 ～ 8/3 月
コマクサ咲く 蓮華岳と針ノ木岳
※2020年山旅カタログP22参照

105,000円 催行間近 8/28 金 ～ 8/31 月
ゆったり笠ヶ岳周遊
※2020年山旅カタログP24参照

133,000円 催行間近

8/1 土 ～ 8/5 水
黒部源流から花の雲ノ平と高天原温泉
※2020年山旅カタログP22参照

138,000円 催行予定 8/28 金 ～ 9/1 火
鷲羽岳・水晶岳・野口五郎岳・烏帽子岳
※2020年山旅カタログP23参照

166,000円 催行予定

追加企画 10名様限定日帰りの山旅 《バス席1名2席確保》 
※マイクロバスの座席においては、お一人様1席となる座席もありますが、十分な間隔を空けての席の配置をいたします。


