
 

好日山荘 登山学校 雪山ステップアップ講座 【広島発着】 

ひろでん中国新聞旅行×好日山荘広島紙屋町店 
 
２０１９－２０２０ウィンターシーズン！雪山登山を始めてみたい方を対象に、雪山の知識と技術を学びながら雪
山登山を経験できる講習登山を行います。冬の中国山地は雪山入門にぴったりです。ワカンやスノーシューで
登る恐羅漢山からピッケル・アイゼンを使う大山登山。白銀のスノーフィールドに出かけてみませんか。お一人
様でのご参加も大歓迎です！好日山荘登山学校講師・日本山岳ガイド協会認定ガイドが同行します。 
 
■最少催行人員：１５名 ■添乗員：同行します。 ■食事：日帰りはなし（各自行動食持参） ■雨天決行  
■バスツアー乗車地：「広島駅新幹線口」「不動院バス停」「中筋にしき堂前」他ＳＡ等 ■利用バス会社：廿日市交通 
 

ステップ①／雪山登山講習 in恐羅漢山（新雪）／雪山装備とラッセル体験 

■出発日：２０２０年１月１８日（土） ■旅行代金：１４,０００円 ■雪山中級 
ワカンやスノーシューで雪山登山をはじめてみましょう。広島県最高峰の恐羅漢山で雪山装備の特徴を確認しながら 

雪をかき分けて進むラッセル登山を体験してみましょう。※恐羅漢山の往復（雪山初級）でもご参加いただけます。 

※参加には冬山装備と、ワカンかスノーシューとストックをご持参下さい。 
行   程 （＝バス・タクシー） （***徒歩） 歩行時間 

広島駅（7：40）＝広島ＩＣ＝戸河内ＩＣ＝恐羅漢スキー場（960ｍ）***百本杉***支尾根***主稜線***恐羅漢山（1346

ｍ）***夏焼峠コース***恐羅漢スキー場（960ｍ）＝いこいの村（自由入浴）＝戸河内ＩＣ＝広島ＩＣ＝広島駅（19：30） 
5時間 

 

ステップ②／雪山登山講習 in比婆山（新雪）／地図読みとツェルトの使い方 

■出発日：２０２０年２月１日（土） ■旅行代金：１５,０００円 ■雪山中級 
県民の森公園センターから出雲峠を経て展望の烏帽子山からブナ林と幻想的な御陵へ。変化に富んだ雪山の魅力 

が満載です。地図と地形を確認しながら雪山ならではのルートを歩きます。ツェルトの使い方も講習します。 

※参加には冬山装備と、ワカンかスノーシューとストック、講習のためにお持ちの方はツェルトをご持参下さい。 
行   程 （＝バス・タクシー） （***徒歩） 歩行時間 

広島駅（7：40）＝広島ＩＣ＝庄原ＩＣ＝県民の森公園センター（800ｍ）***出雲峠***烏帽子山（1225ｍ）***比婆

山・御陵（1264ｍ）***県民の森公園センター（800ｍ・自由入浴）＝庄原ＩＣ＝広島ＩＣ＝広島駅（19：30） 
5時間 

 

ステップ③／雪山登山講習 in十方山（新雪）／地図とコンパスと歩行技術講座 

■出発日：２０２０年２月１６日（日） ■旅行代金：１４,０００円 ■雪山中級＋ 
山上に西中国山地随一の雪原がひろがる十方山。十方林道から市町境の尾根ルートを登り丸子頭から藤本新道へ 

のルートを歩きます。コンパス使用と歩行技術を学びます。※十方山の往復（雪山中級）でもご参加いただけます。 

※参加には冬山装備と、ワカンかスノーシューとストックと、講習のためにプレートコンパスをご持参下さい。 
行   程 （＝バス・タクシー） （***徒歩） 歩行時間 

広島駅（7：40）＝広島ＩＣ＝戸河内ＩＣ＝二軒小屋（800ｍ）***林道***シシガ谷登山口***十方山（1318ｍ）***

丸子頭***藤本新道***二軒小屋（800ｍ）＝いこいの村（自由入浴）＝戸河内ＩＣ＝広島ＩＣ＝広島駅（19：00） 
5時間半 

 

ステップ④／雪山登山講習 in吉和冠山（しまり雪）／ピッケル・アイゼンの使い方 

■出発日：２０２０年３月１日（日） ■旅行代金：１６,０００円 ■雪山中級＋ 
広島県第二の高峰で、登り応えのある登山コースですが、雪山登山としても人気の山です。ピッケルと前歯のある 

１０本爪以上のアイゼンをはじめて使ってみるには最適です。滑落停止の基本動作も体験してみましょう。 

※参加には冬山装備と、前歯のある１０本爪以上のアイゼンとピッケル、安全装備としてハーネス（ダイアパータイプ）

とテープスリング６０cm×１本・安全環付カラビナ２個、登山用ヘルメットをご持参ください。 
行   程 （＝バス・タクシー） （***徒歩） 歩行時間 

広島駅（7：40）＝広島ＩＣ＝吉和ＩＣ＝潮原温泉登山口（650ｍ）***汐谷***オオタキ***吉和冠山（1339ｍ）***

オオタキ***潮原温泉登山口（650ｍ）＝潮原温泉（自由入浴）＝吉和ＩＣ＝広島ＩＣ＝広島駅（19：00） 
5時間半 

 

ステップ⑤／雪山登山講習 in大山（ざらめ雪）／ピッケル・アイゼン実践講座  

■出発日：２０２０年３月２１日（土） ■旅行代金：２２,０００円 ■雪山中級＋ 
中国地方最高峰の大山は中国地方の雪山メッカ。夏山登山道も森林限界を超えた本格的な雪山登山となります。 

ピッケルとアイゼンを効かせて弥山頂上を往復します。状況が良ければ下山は元谷を経由します。 

※参加には冬山装備と、前歯のある１０本爪以上のアイゼンとピッケル、安全装備としてハーネス（ダイアパータイプ）

とテープスリング６０cm×１本・安全環付カラビナ２個、登山用ヘルメットをご持参ください。 
行   程 （＝バス・タクシー） （***徒歩） 歩行時間 

広島駅（7：00）＝広島ＩＣ＝松江道＝米子ＩＣ＝大山寺（770ｍ）***夏山道***六合目（1250ｍ）***大山・弥山

（1700ｍ）***六合目***元谷***大山寺（770ｍ・自由入浴）＝米子ＩＣ＝松江道＝広島ＩＣ＝広島駅（21：00） 
6時間 

https://idd-travel-worker.appspot.com/course_info/show/topic-tour?course_code=DY0KJ-0321
https://idd-travel-worker.appspot.com/course_info/show/topic-tour?course_code=DY0KJ-0118
https://idd-travel-worker.appspot.com/course_info/show/topic-tour?course_code=DY0KJ-0301
https://idd-travel-worker.appspot.com/course_info/show/topic-tour?course_code=DY0KJ-0216
https://idd-travel-worker.appspot.com/course_info/show/topic-tour?course_code=DY0KJ-0201


＜好日山荘登山学校 参加申込書＞FAX082-543-2019ひろでん中国新聞旅行・悠遊倶楽部にお送り下さい。 

ステップ 出発日 コース名 人数 乗車地 

①   １月１８日（土） 雪山登山講習 in恐羅漢山（新雪）   

② ２月１日（土） 雪山登山講習 in比婆山（新雪）   

③ ２月１６日（日） 雪山登山講習 in十方山（新雪）   

④ ３月１日（日） 雪山登山講習 in吉和冠山（しまり雪）   

⑤ ３月２１日（土） 雪山登山講習 in大山（ざらめ雪）   

ふりがな 

氏名 

 

男 
 
女 

住 所 （〒     -    ） 

 

 

携帯電話番号 

 

 

生年月日（必須） 

 

年  月  日 

ふりがな 

氏名 

 

男 
 
女 

住 所 （〒     -    ） 

 

 

携帯電話番号 

 

 

生年月日（必須） 

 

年  月  日 

★ラクラク便利！！インターネットで、予約～カード決済が出来ます。ＷＥＢ予約特典！２００円割引あります！ 
 
●募集型企画旅行契約：この旅行は、ひろでん中国新聞旅行（株）（観光庁長官登録旅行業第１６６６号、以下「当社」
といいます。）が企画・募集し実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客さまは当社と募集型企画旅行契約を
締結することになります。ここに記載のない事項は、別途お渡しする旅行条件書（全文）、最終旅行日程表と称する確
定書面及び当社の「旅行業約款（募集型企画旅行契約の部）」によります。 
■日帰りコースの取消料 

お取消日（旅行開始日の前日より） 11日前まで 10～8日前 7～2日前 前日 当日 開始後又は無連絡 

日帰りコース：お取消料 無料 ２０％ ３０％ ４０％ ５０％ １００％ 

■宿泊コースの取消料 

お取消日（旅行開始日の前日より） 21日前まで 20～8日前 7～2日前 前日 当日 開始後又は無連絡 

宿泊コース：お取消料 無料 ２０％ ３０％ ４０％ ５０％ １００％ 

●最少催行人員に満たない場合、ツアーが中止になることがあります。中止の場合は１０日前を目途に当社よりご連
絡いたします。催行が決定した場合、出発７日前を目途に集合時間、集合場所などを書いた最終日程表を発送いた
しますのでご確認ください。 
●当日の天候・当日までに降った登山道の積雪の状況によっては、ガイド・スタッフの判断でコースの変更や登山す
る山の変更、登り始めても山頂に登らず引き返す場合もあります。予めご了承ください。 
●「好日山荘登山教室 雪山ステップアップ講座」ではピッケル、アイゼン、ロープを積極的に使用するコースがござ
います。より安心な山行をしていただくために、ひろでん中国新聞旅行（株）はすべてのコースに旅行業法に定められ
た補償にプラスして下記の内容の保険をかけております。 
■補償内容／〇死亡・後遺障害 1,000万 〇入院日額 2,000円 〇通院日額 1,000円 〇救援者費用 100万 
＜雪山登山装備リスト＞ 

用

具 

マウンテンブーツ  防水性、防寒性のある雪山用登山靴。 

服

装 

オーバーグローブ  手袋の上から着用します。ミトンでも可。 

リュックサック  30 リットル程度。 帽子  冬はニットで防寒を主に。耳が保温できるもの。 

トレッキングポール  ストック。バスケットは雪用を付けてください。 バラクラバ  目だし帽のことです。 

ピッケル  60ｃｍ前後の長さ。バンド（肩掛け）も必要。 ゲーター  ロングスパッツ。雪がブーツの中に入らないように。 

アイゼン  前歯のある 10本爪以上のアイゼン。 食

べ

る 

行動食（昼食）  調理しなくてよいもの。 

カラビナ  安全環付カラビナ 2個。 非常食  アメやチョコなど歩きながらでも食べられるもの。 

シュリンゲ  テープスリング。長さ 60ｃｍ1本。 サーモボトル  保温水筒、600～1 リットル程度 

ヘルメット  山岳登攀用。 

そ

の

他 

サングラス  紫外線対策に。 

服

装 

アウターレイヤー  
オーバージャケット、オーバーパンツ。ゴアテ

ックスなど防水性・透湿性に優れたもの。 

ゴーグル  強風の場合に必要です。 

ヘッドランプ  夕暮れや夜間の行動に備えて。予備電池も。 

サーマルレイヤー 

（ダウンなど） 
 

ウールのセーター、ダウンジャケットなど

保温性に優れたもの。 

地図  そのエリアの 1/25000地形図。 

コンパス  プレートコンパス。 

ミドルレイヤー 

（フリースなど） 
 

中間着。行動しやすく体の湿気を素早く逃が

し、風の侵入を防ぐ機能を持った素材。 

日焼け止め  日焼け防止、リップクリームも。 

救急用具  持病役やカットバンなどフアーストエイド。 

ベースレイヤー  
長袖の下着、上下。ウールやダクロンな

ど保温性に優れた素材。綿は不可。 

保険証  登山中の怪我など万が一に備えて。 

防水バック  衣類や携帯電話など濡れから守ります。 

靴下  ウールなど保温性とクッション性が高いもの。 ビニール袋  ゴミ袋として。 

グローブ  ウールの厚手と薄手をそれぞれ 1組。 洗面用具、タオル、筆記用具、嗜好品、時計、携帯電話など。 

 
企画募集協力：           広島紙屋町店  （TEL０８２－５６９－６０３１）  

 
お申し込み・お問い合わせ≪旅行企画・実施≫                      

 
〒７３０－００２１  広島市中区胡町３－１９  中国ビル  

観光庁登録旅行業第１６６６号  総合旅行業務取扱管理者：有木知弥  

ＴＥＬ０８２－５４３－２０２２  ＦＡＸ０８２－５４３－２０１９  登山ツアー担当：阿部文太郎  

 


