
山旅天空倶楽部(公募企画)土居登山事務所緊急電話 090-7554-5822 6 月 10 日(木) 

 

焼石岳は神室山とともに栗駒国定公園や栗駒山・栃ヶ森周辺森林生態系保護地域として指定されてい

る。二百名山の一つ。焼石岳（やけいしだけ）とは、岩手県南西部、奥州市と和賀郡西和賀町の境にあ

る火山である。標高 1,548 メートル。奥羽山脈中部に属し、牛形山、駒ヶ岳などからなる焼石連峰の

主峰。。日本二百名山の一つである。神室山（かむろさん）は秋田県湯沢市と山形県新庄市、金山町の

県境･市境上にそびえる、神室連峰の主峰となる山である。東北のアルプスと呼ばれる。 

開催日時：6月 10日（木）～6月 13 日（日）※原則として雨の場合も実施いたします。 

乗合集合：6/10 竹田 6時 大阪駅桜橋出口 7 時  関空往復交通費・駐車場代なども含みます。 

旅行代金：138,000 円 （日帰り）内訳：ガイド代 30,000 円振込/当日現地経費 108,000 円支払 

6/10  岩手県奥州市胆沢区若柳天沢５２―７ 焼石岳温泉 ひめかゆ 0197-49-20060197-49-2006 

6/11 秋田県湯沢市秋ノ宮字殿上１－１ 秋の宮山荘 0183-56-2048 

6/12 さくらんぼ東根温泉 よし田川別館 よし田川別館 0237-42-0152 観光月山か 

行  程：①焼石岳 標高差 820ｍ ②神室山 標高差 968ｍ 

両日共に標高差 1000ｍ以内ですが、距離は 10 キロを超えるのでコースタイムは 8時間以内なものの行

動時間は 10 時間を超えることから、早朝の夜明けとともに歩き出すことでゆっくり歩き、余裕を持ち

たいところです。朝食は宿で食べるか登山口で食べて消化してのぼりたいところ、焼石は花だらけであ

り神室も日本一のキヌガサソウの自生地が楽しみで疲れは感じにくいと思います。 

残雪はないものと思いますが「ヘルメット」は持参したいところ。残雪確認を直前にします。 

 

① 京都竹田＝大阪梅田(7:00 発)＝MM133 便関西空港(9：00 発)        仙台空港(9：00 着)=レンタカー乗り換え

10時発＝3時間(昼食)＝登山口確認＝15 時 焼石岳温泉 焼石クアパーク ひめかゆ♨ 

② 焼石岳温泉早朝発 5 時＝尿前林道＝6 時発中沼登山口 720…6/30 中沼…7/00 上沼…つぶ沼合流点…7/40

銀名水…9/40 姥石平分岐…泉水沼…避難小屋…10/00 焼石岳 1548ｍ…東焼石岳…姥石平…往路を辿って

…登山口 13/00＝秋の宮温泉 行動時間 10時間で 15 時下山 下山後 1 時間 30 分で宿へ 

③ 宿 4 時発で 60分で夜明け同時登山 神室ダム P398m06:0006:10 有屋口 08:00二俣 09:30 春日神 10:00 有

屋口分岐 10:1510:30 レリーフピーク 10:35 神室山前神室山分岐 11:00 花の百名山・神室山 11:15神室山

避難小屋トイレあり 11:30神室山 11:45神室山前神室山分岐 12:30日本一のキヌガサソウ自生地神室山前

神室山分岐 12:45 レリーフピーク 13:00 有屋口分岐 13:30 春日神 14:15 二俣 16:00 有屋口＝東根温泉 70

分 

④ 宿でゆっくり＝観光＝仙台空港 15時着 MM136 便関西空港(16：25発)        関西空港 18時到着＝出発地 

歩行/②約 7時間 30分 12-14キロ ③約 8 時間 13キロ ④観光空港まで 90 分 13 時まで観光 OK 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

観光は最終日、宿でゆっくりした後 13 時過ぎまでありますから「月山の湿原かどこか検討した

いものです」航空機予約した時点での料金は申し込み時点で金額が変わります。 

2 名参加 内訳：ガイド代 30,000円振込/当日現地経費 118000 円 148,000円支払 ガイド代低減 

3 名参加 内訳：ガイド代 30,000円振込/当日現地経費 95,000 円 125,000円支払 

4 名参加 内訳：ガイド代 30,000円振込/当日現地経費 88,000 円 118,000円支払 

 

 

公募ガイドプラン 栗駒国定公園東北の花旅 ステップ 4-5 

二百名山 2 座 花の楽園焼石岳・キヌガサソウの神室山 

 

～横岳 2829ｍ 
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＜山旅天空倶楽部 参加申込み書＞          申込日 ２０21  年   月    日 

※ 初回の申込みに限り「健康確認書」のご提出を合わせてお願いしています。振込はガイド料金のみです。 

◆お申し込み方法◆1.基本はFAXかHPからお申込み 2. 携帯電話へのお申込み(留守電録音願います) 
 
所定のお申し込み用紙に必要事項をご記入いただき、山旅天空倶楽部へ郵送またはＦＡＸでお送り下さい。同時

に、ガイド代金を下記いずれかの口座にお振込み下さい。申込書の受理とガイド代の入金確認をもって本公募ガイドプ

ラン契約の成立と致します。 

 お振込みの際には、お名前を先に明記して下さい 

1. 三菱東京 UFJ 銀行 江坂支店  普通口座 0154573  口座名義 土居 剛 ドイ タケシ 

2. ゆうちょ銀行    店番 408 普通預金 0130311  口座名義 土居 剛 ドイ タケシ 

◆お申し込み後の取消料について◆ 
 
お申込みのお客様は下記の取消料を支払って、ガイドプラン契約を解除することができます。 

お取消日（旅行開始日の前日より） １０日～８日前 ７日～２日前  前  日  当  日  開始後又は無連絡 

お取消料 ２０％       ３０％      ４０％   ５０％     １００％ 

◆お申込み者数が記載の最少催行人員に達しない場合はツアーを取り消す場合がございます◆ 
   

その場合はご出発日の３日前までにご連絡いたします。 

  ＊最少催行人員に達しない場合はガイド内容を変更して催行する場合がございます。 

◆現地までの交通機関についてはご相談に応じます。(ガイドプランは現地集合が基本です) 

◆個人情報の取り扱いについて◆ 
 
（山旅天空倶楽部（以下「当会」といいます。）はプラン申込の際に提出された申込書に記載された個人情報に
ついてお客様との連絡の為に利用させていただくほか、お客様がお申し込み頂いたプランにおいて運送・宿泊機
関等の提供するサービスの手配及び手続きに必要な範囲で利用させていただきます。このほか、当会では将来よ
り良い旅行商品の開発の為のマーケット分析や当会の公募ガイドプランのご案内をお客様にお届けする為にお
客様の個人情報を利用させていただくことがあります。 
個人情報の取り扱いに関するお問合せ・苦情は、下記の個人情報取り扱い管理者までお申し出ください。 
山旅天空倶楽部 土居 剛 

Tel 090-7554-5822 Fax 06-6876-6400 E-mail: yamatabi.crew@gmail.com 

◆保険や賠償責任について◆ 

 －ガイド責任賠償保険について－ ガイドはアプローチを含め登山口から下山口までが業務です。 

□ 1.ガイド業務は旅行業法の適用はありません、参加者個人で救助費用付の山岳保険にご加入が参加条件です。

(怪我などの負傷による通院・入院補償についても同様です) 

□ 2.ガイドの過失による事故に限り対人 1 名 1 億円、1 事故 5 億円まで 対物 1000 万円の山岳ガイド賠償

責任保険に加入しています。 

－ガイド方針と重要事項の説明－（□登山での病死が増えています、かならず健康質問書をご提出下さい） 

□ 1.法令に基づき運営をしていますが「お申込みに関する重要事項」をかならずご参加前にお読みください。 

□ 2.集合地から現地まで、乗合交通機関となる場合のレンタカー・ガイド車・貸切交通利用の際、事故の補償範 

囲は個人乗合のため利用交通の保険の範囲の補償となります。 

  (乗合交通・宿泊地・立ち寄りは旅行業法の適用はなくガイドも責任は一切負いかねますのでご承諾ください。) 

  3.航空機・公共交通機関・レンタカーなど乗合交通手配・宿泊手配・食事手配・その他登山以外の現地経費

のかかるもの旅程について便宜上とりまとめをガイドがさせていただく場合がありますが、旅行業ではあ

りませんので「手数料」「保険代行手数料」はいただきません。 

◆お問い合わせ / お申し込み◆ 

山旅天空倶楽部 
土居 剛  個人ガイド事務所 

公益社団法人日本山岳ガイド協会認定ガイド 

関西山岳ガイド協会所属 

mail:   yamatabi.crew@gmail.com 

http://essred.com/tenku_club 

〒565-0824 

大阪府吹田市山田西 1-22-A5-302 

   【TEL/FAX】   06-6876-6400 

   【 携帯   】  090-7554-5822 

不在の場合留守番電話に録音して下さい。 

             ご連絡は携帯か FAX が 1 番確実です。 
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