
 
 月日 

日  程 
食

事 

１ 
1／17

（木） 

JR 敦賀駅 08:30 集合 

タクシーにて、常宮～西方ヶ岳～常宮タク

シーにて、 

JR 敦賀駅 17:00 解散予定。 

距離約約㎞。約 6時間。   

 

各

自 

 

2 
1／18

（金） 

JR 敦賀駅 08:30 集合 

タクシーにて、マキノ町野口（県道 533）

～乗鞍岳～国境スキー場 タクシーにて、 

JR 敦賀駅 1700解散予定。 

距離約約㎞。約 6時間。 

各

自 

 

3 
1／19

（土） 

JR 敦賀駅 08:30 集合 

タクシーにて、野坂少年自然の家～野坂山

～山集落（県道 211）、 タクシーにて、 

JR 敦賀駅 17:00 解散予定。 

距離約約㎞。約 6時間。             

 

各

自 

 

 

 

4 

 

1／20

（日） 

JR 敦賀駅 08:30 集合 

タクシーにて、駄口（ドライブインしのは

ら、国道 161）～岩籠山～往復、 タクシ

ーにて、 

JR 敦賀駅 17:00 解散予定。 

距離約約㎞。約 7時間。  

各

自 

 

5 
1／21

（月） 

JR 敦賀駅 08:30 集合 

タクシーにて、新庄（県道 213）～雲谷山

～雲谷（県道 213）、 タクシーにて、 

JR 敦賀駅 17:00 解散予定。 

距離約約㎞。約 6時間。  

各

自 

 

6 
1／22

（火） 

JR 敦賀駅 08:30 集合 

タクシーにて、新保（国道 476）～鉢伏山

～新保（国道 476）（県道 211）、 タ

クシーにて、 

JR 敦賀駅 17:00 解散予定。 

距離約約㎞。約 6時間。  

 

各

自 

 

7 
1／23

（水 

JR 敦賀駅 08:30 集合 

タクシーにて、西浅井沓掛（国道 8 号）～

三方ヶ岳～西浅井沓掛（国道 8号）、 タ

クシーにて、 

JR 敦賀駅 17:00 解散予定。 

距離約約㎞。約 6時間。  

各

自 

 

  
               

 

 

 

 

正しく学んで、楽しく登ろう！ 好日山荘登山学校 
加藤校長と歩く！雪山の知識と技術 集中ウィーク 全七回 

登山初級者から中級者向き 
 

日日帰帰りり雪雪山山講講座座  
（（  西西方方ヶヶ岳岳  乗乗鞍鞍岳岳  野野坂坂山山  岩岩籠籠山山  鉢鉢伏伏山山  三三方方ヶヶ岳岳  ））  

～～  おお好好ききなな１１日日参参加加かからら連連続続ししたた７７日日間間参参加加ままでで！！  ～～  
 

旅行期間：下表をご確認ください。全ての実施日において、単独でも複数でもお申込みいただけます。 

旅行代金：各回とも １６、０００円   

募集人数：７名様 （最少催行人数４名様） 

  

≪ツアーのポイント≫ 

★ 担当は加藤ガイドのみ、又は島田ガイド事務所所属

ガイドの 2名対応となります。 

★ JR西日本 敦賀駅を集合・解散としたコースです。 

★ 敦賀駅と登山口間のタクシー代金はツアー料金に含

まれます。 

★前泊・連続参加の場合は敦賀駅徒歩圏内には多くの

ビジネスホテルがあります。各自でお支払いください。 

★ツボ足・ワカン・スノーシューを使った雪山登山で

す。積雪状況により変わります。 

★日本には低山からアルプスまでバラエティに富んだ

雪山があります。登山ライフの幅が広がり、アルプス

への夢も膨らみます。 

★初めての方にも安心！水分・栄養補給から歩き方ま

で丁寧に解説いたします。 

★味の素株式会社様の協賛でアミノバイタルの体験も

あります。（事情により実施できない事もあります） 

★山仲間と一緒に“歩くチカラ”を楽しみながら身に

付けましょう。 

企画・募集 株式会社オン・ジ・アース 

277-0005 千葉県柏市柏３－５－１３ 千葉県知事登録旅行業第２－９９８号 

紫屋ビル 408号 TEL：04−7170−4261 FAX：04−7170−4262 メール: info@ontheearth.co.jp 

 

https://www.ontheearth.co.jp/
mailto:info@ontheearth.co.jp


申込は下記表にご記入いただき、メール添付、FAXをお願いいたします。株式会社オン・ジ・アースよりご

案内差し上げます。指定された期日までのお振込みでお申込み完了です。登山内容へのご相談ご質問は加藤

ガイド（tomotrek@gmail.com）へご相談ください。 

 月日 日  程 申込 

１ 1／17（木） 

JR 敦賀駅 08:30 集合 

タクシーにて、常宮～西方ヶ岳～常宮タクシーにて、 

JR 敦賀駅 17:00 解散予定。 

距離約約㎞。約 6時間。 

 

 

 

 

2 1／18（金） 

JR 敦賀駅 08:30 集合 

タクシーにて、マキノ町野口（県道 533）～乗鞍岳～国境スキー場 タクシーにて、 

JR 敦賀駅 1700解散予定。 

距離約約㎞。約 6時間。 

 

3 1／19（土） 

JR 敦賀駅 08:30 集合 

タクシーにて、野坂少年自然の家～野坂山～山集落（県道 211）、 タクシーにて、 

JR 敦賀駅 17:00 解散予定。 

距離約約㎞。約 6時間。 

 

 

 

 

4 

 

1／20（日） 

JR 敦賀駅 08:30 集合 

タクシーにて、駄口（ドライブインしのはら、国道 161）～岩籠山～往復、 タクシーにて、 

JR 敦賀駅 17:00 解散予定。 

距離約約㎞。約 7時間。 

 

5 1／21（月） 

JR 敦賀駅 08:30 集合 

タクシーにて、新庄（県道 213）～雲谷山～雲谷（県道 213）、 タクシーにて、 

JR 敦賀駅 17:00 解散予定。 

距離約約㎞。約 6時間。 

 

6 1／22（火） 

JR 敦賀駅 08:30 集合 

タクシーにて、新保（国道 476）～鉢伏山～新保（国道 476）（県道 211）、 タクシーに

て、 

JR 敦賀駅 17:00 解散予定。 

距離約約㎞。約 6時間。 

 

 

7 1／23（水） 

JR 敦賀駅 08:30 集合 

タクシーにて、西浅井沓掛（国道 8 号）～三方ヶ岳～西浅井沓掛（国道 8 号）、 タクシーに

て、 

JR 敦賀駅 17:00 解散予定。 

距離約約㎞。約 6時間。 

 

備考 

列車ご案内 

敦賀ホテルご案内 

（ご参考まで。お

客様ご自身でご予

約下さい） 

大阪駅 07:00 発 サンダーバード 3 号（金沢行）敦賀駅着 08：20 

 

東横イン敦賀駅前 0770-20-1045、敦賀マンテンホテル 0770-25-0100、 

ホテルルートイン敦賀駅前 0770-21-2232、ビジネスホテル山形 0770-25-5288 

 

 

各回￥16000- 
 

お名前 
（ふりがな） 

  
  

  

ご住所     

  
お電話（連絡がとれる）   

  
※ 敦賀ウィーク終了後、好日山荘登山学校よりご参加回数に応じた好日山荘商品券と￥3000（税抜）のお

買い物でご利用いただけるお買い物補助券をお渡しいたしますので、ご活用ください。 

全 7 回のうち お買い物補助券￥500- 好日山荘商品券￥1000- お客様への還元 

1 回参加 500 円分 ¥0 500 円分 

2 回参加 1000 円分 1000 円分 2000 円分 

3 回参加 1500 円分 3000 円分 3500 円分 

4 回参加 2000 円分 6000 円分 8000 円分 

5 回参加 3500 円分 8000 円分 11500 円分 

6 回参加 5000 円分 10000 円分 15000 円分 

7 回参加 6000 円分 15000 円分 21000 円分 

 

https://www.ontheearth.co.jp/

