
＊お申込み受付は「日帰り」が出発日の2ヶ月前～、「宿泊」を伴うツアーは3ヶ月前～とさせて頂きます。

＊日帰りツアー　募集定員／30名　最少催行/20名　15人に1人ガイド付　弁当付・入浴付

＊ツアーへの参加のお申込は20歳以上の方とさせて頂いておりますのでご了承願います。

＊レベルは　「歩行時間」　「標高差」　「歩行距離」で判断させて頂いております。　

　目安として 「歩行時間」が5時間に満たないコースは初級コースとして15人に1人のガイドを設定しています。

※歩行時間が5時間以上または難易度の高い山★マークのトレッキングコースは70歳を目途に年齢制限をさせて頂いております。

※ハイキングは年齢制限を設けておりませんが、歩行時間５時間が未満のトレッキングは「初級コース」として７５歳まで申し込みを承ります。

（但し、個人差・経験にもよりますので申し込みの際にご相談ください）

４月 万寿山　410ｍ 料金 1名参加 ／12,800円 2名以上参加 ／11,800円 岩手県

歩行時間 約4時間 標高差 584ｍ

歩行距離 約8km

（日) コース 出発地

登米オルレ 料金 1名参加 ／12,300円 2名以上参加 ／11,300円 宮城県

歩行時間 約4.5時間 標高差 153ｍ

歩行距離 約11km

（金) コース 出発地

金華山 445mハイキング 料金 1名参加 ／13,800円 2名以上参加 ／12,800円 宮城県

歩行時間 約4時間 標高差 445ｍ

歩行距離 約4km

（日) コース 出発地

5月 料金 1名参加 ／13,300円 2名以上参加 ／12,300円 岩手県

テーマ 歩行時間 約6.5時間 標高差 848ｍ

歩行距離 約10km

（土) 出発地

安達太良山 1669m 料金 1名参加 ／13,300円 2名以上参加 ／12,300円 福島県

歩行時間 約5.5時間 標高差 750ｍ 日本百名山

歩行距離 約8.4km

（土) コース 出発地

6月 料金 1名参加 ／12,800円 2名以上参加 ／11,800円 岩手県

歩行時間 約3.5時間 標高差 230ｍ 日本百名山

歩行距離 約5km

（土) コース 出発地

宮城蔵王古道① 料金 1名参加 ／12,800円 2名以上参加 ／11,800円 宮城県

歩行時間 約5時間 標高差 780ｍ

歩行距離 約8.7km

（土) コース 出発地

秋田駒ケ岳 1637m 料金 1名参加 ／13,800円 2名以上参加 ／12,800円 秋田県

歩行時間 約5.5時間 標高差 334ｍ 日本百名山

歩行距離 約5.5km

（土) コース 出発地

7月 宮城蔵王古道② 料金 1名参加 ／12,800円 2名以上参加 ／11,800円 宮城県

歩行時間 約4.5時間 標高差 670ｍ

歩行距離 約4.7km

（土) コース 出発地

早池峰山★ 1917m 料金 1名参加 ／14,500円 2名以上参加 ／13,500円 岩手県

歩行時間 約5時間 標高差 670ｍ 日本百名山

歩行距離 約5km

(水) コース 出発地

倉手山 952ｍ 料金 1名参加 ／13,200円 2名以上参加 ／12,200円 山形県

テーマ 歩行時間 約4.5時間 標高差 761ｍ

歩行距離 約7.4km

(土) 出発地

月山★ 1984m 料金 1名参加 ／12,800円 2名以上参加 ／11,800円 山形県

歩行時間 約6.5時間 標高差 780ｍ 日本百名山

歩行距離 約9.8km

（土) コース 出発地

あすと長町(7:20)・仙台駅東口(7:40)・東日本急行(8:10)

八幡平 1613m（ドラゴンアイ） 

東根山（あずまねさん） 928m

あすと長町(5:40)・仙台駅東口(6:10)・東日本急行(6:40)

あすと長町(6:30)・仙台駅東口(6:50)・東日本急行(7:20)

あすと長町(6:30)・仙台駅東口(6:50)・東日本急行(7:20)

女王コマクサの群生　縦走コース

小田越口～5号目～8号目（鉄ハシゴ）～山頂　往復

澄川ｽﾉｰﾊﾟｰｸ～賽の河原～こまくさ平～大黒天～刈田岳（お釜）

女王コマクサの群生　縦走コース

日本百名山　歴史と信仰の山を歩く 高山植物と残雪

「納涼　夏山登山を楽しむ Ⅰ」　

～梅花皮荘　往復

梅花皮荘～登山口～ヒメコマツの尾根～倉手山山頂

残雪が残る飯豊連峰の絶景

テーマ

東日本急行(5:40）・仙台駅東口（6:10)・あすと長町(6:30)

東日本急行(5:40）・仙台駅東口（6:10)・あすと長町(6:30)

あすと長町(5:50)・仙台駅東口(6:10)・東日本急行(6:30)

東日本急行(6:00）・仙台駅東口（6:30)・あすと長町(6:50)

東日本急行(5:40）・仙台駅東口（6:10)

東日本急行(6:00）・仙台駅東口（6:30)・あすと長町(6:50)

あすと長町(5:40)・仙台駅東口(6:10)・東日本急行(6:40)

東日本急行(5:40）・仙台駅東口（6:10)・あすと長町(6:30)

テーマ ドラゴンアイと八幡平の高山風景

テーマ

テーマ

テーマ

テーマ

テーマ

日本百名山 「早池峰山」の高山植物

半世紀ぶりに復活した刈田嶺までの古道を2回に分けて完全踏破

北限のｴｿﾞﾂﾂｼﾞ・女王ｺﾏｸｻ・下山はｼｬｸﾅｹﾞｺｰｽ

「花の100名山　秋田駒ケ岳を楽しむ　」

蔵王刈田嶺神社里宮～大鳥居～滝見台～雲湧谷～澄川ｽﾉｰﾊﾟｰｸ

7/6

姥沢駐車場～リフト～牛首～月山～牛首～姥沢口

コース

2022年 旅レピトレッキング部　年間ツアー日程

　※1名参加料金：バスお座席をお一人で2席利用となります。

　★この印のついたツアーは申し込みの際、「過去の経験」や「ここ半年間での登山歴」等について伺わせて頂き、参加申込をお受けできない場合があります事ご了承ください。

安達太良スキー場～くろがね小屋～山頂～ゴンドラ～山麓駅

八合目口～阿弥陀池～男女岳～横岳～八合目口下山

春の花咲く万寿山（雪割草・セリバオウレン）

足慣らしの里山トレッキング

半世紀ぶりに復活した刈田嶺までの古道を2回に分けて完全踏破

黒谷地口～源太森～八幡沼～山頂～鏡沼～大駐車場

不動岳～猫の背ｺｰｽ～登山口

登山口～蛇石ｺｰｽ～一の平～東根山～

岩手山・早池峰山・秋田駒ケ岳の山々の展望

登米の象徴　田園風景と旧北上川の流れ

台温泉～万寿山～権現山～六郎山～台温泉

テーマ

テーマ

テーマ

金華山港～金華山神社～山頂

島特有の動植物との出会いも魅力

太平洋の大展望と信仰の山「金華山」の歴史 

豊里公民館～旧北上川堤防～香林寺～平筒沼ふれあい公園

桜並木や菜の花畑

コース

山麓の新緑と荒涼とした火山風景

4/10

4/15

4/24

5/14

5/28

6/4

6/18

6/25

7/2

7/9

7/30



8月 料金 1名参加 ／26,800円 2名以上参加 ／24,800円 岩手県

テーマ 宿泊施設

コース 食事

（土) 歩行時間 約6時間 標高差 1330ｍ 日本百名山

～ 歩行距離 約9.5km

歩行時間 約5時間 標高差 975ｍ 日本百名山

歩行距離 約8.3km

(日) 出発地

9月 榛名山・赤城山1泊2日 料金 1名参加 ／　　　　円 2名以上参加 ／　　　　円 群馬県

宿泊施設

食事

（金) 歩行時間 約1.5時間 標高差 300ｍ 日本二百名山

～ 歩行距離 約2km

歩行時間 約4.5時間 標高差 468ｍ 日本百名山

歩行距離 約7.7km

(土) 出発地

紅葉の三ツ石山 1466m 料金 1名参加 ／　　　　円 2名以上参加 ／　　　　円 岩手県

歩行時間 約5.5時間 標高差 470ｍ

歩行距離 約8.7km

（土) コース 出発地

料金 1名参加 ／　　　　円 2名以上参加 ／　　　　円 秋田県～宮城県

歩行時間 約5時間 標高差 783ｍ 日本二百名山

歩行距離 約8.7km

（木) コース 出発地

10月 岩木山 1624m 料金 1名参加 ／　　　　円 2名以上参加 ／　　　　円 青森県

歩行時間 約2.5時間 標高差 380ｍ 日本百名山

歩行距離 約2.5km

（土) コース 出発地

安達太良山 1669m 料金 1名参加 ／　　　　円 2名以上参加 ／　　　　円 福島県

歩行時間 約5.5時間 標高差 750ｍ 日本百名山

歩行距離 約8.4km

（水) コース 出発地

奥入瀬ハイキング 料金 1名参加 ／　　　　円 2名以上参加 ／　　　　円 青森県

歩行時間 約3.5時間 標高差 130ｍ

歩行距離 約9km

（土) コース 出発地

11月 オルレ鳴子 料金 1名参加 ／　　　　円 2名以上参加 ／　　　　円 宮城県

歩行時間 約5時間 標高差 110ｍ

歩行距離 約10km

（土) コース 出発地

忘年登山 料金 1名参加 ／　　　　円 2名以上参加 ／　　　　円 未定

歩行時間 標高差

歩行距離

（日) コース 出発地

募集ツアー専用ダイヤル ☎ 022-393-7458　

営業時間 10:00～18:00

あすと長町(7:00)・仙台駅東口(7:20)・泉中央(7:50)

避難小屋泊まり　男女別相部屋

東日本急行(5:40)・仙台駅東口(6:10)

2日目 8合目避難小屋～鬼ヶ城～犬倉山～網張ﾘﾌﾄ上駅～ﾘﾌﾄ～下駅

1日目

テーマ

岩手山★2038m　上坊～網張

栗駒山1626m  秣岳～中央 

奥入瀬遊歩道（石ヶ戸～子ノ口）

通常の鳴子ｵﾙﾚの逆ｺｰｽ　

紅葉の鳴子峡と松尾芭蕉の足跡を辿る歴史散歩

あすと長町(5:50)・仙台駅東口(6:10)・泉中央(6:30)

東日本急行(5:40）・仙台駅東口（6:10)・あすと長町(6:30)

東日本急行(5:40）・仙台駅東口（6:10)・あすと長町(6:30)

あすと長町(5:40)・仙台駅東口(6:10)・泉中央(6:30)

あすと長町(5:40）・仙台駅東口（6:10)・泉中央(6:40)

東北随一の紅葉を楽しむ縦走コーステーマ

 「岩木山」登頂と360度の大パノラマテーマ

1日目

2日目

テーマ

この秋一番最初の紅葉を楽しむ縦走コース

東日本急行(5:40）・仙台駅東口（6:10)・あすと長町(6:30)

ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ渋川　1名1室・2名1室

テーマ

北西側登山口～山頂～南側登山口 榛名富士1391m

＊11月13日（日）の忘年登山の詳細は、ホームページ（たびのレシピ）にて後日ご案内致します。

スカイライン8号目口～山頂　往復

9/29

安達太良スキー場～くろがね小屋～山頂～ゴンドラ～山麓駅

11/6

初日:朝× 昼〇(弁当) 夜：各自　2日目: 朝：各自 昼食:〇 

「榛名富士」と榛名湖の景観　パワースポット榛名神社の参拝　

赤城山最高峰(黒檜山)カルデラの景観・赤城神社参拝 ※ﾛｰﾌﾟｳｪｲ利用なし 初日:朝× 昼〇(弁当) 夜〇　2日目: 朝〇昼〇(弁当) 

＊7/6以降のツアー代金につきましてはツアー発売日前日までにホームページ（たびのレシピ）にて発表します。

11/13

「紅葉の安達太良山と山頂の360℃パノラマを楽しむ」

テーマ

テーマ

テーマ

小滝と早瀬が織りなす紅葉の渓流美

～8合目避難小屋（泊）

岩手山ﾊﾟﾉﾗﾏﾗｲﾝ～上坊登山口～山頂

上坊登山口～山頂～網張登山口　縦走コース

避難小屋宿泊・自炊体験

駒ヶ岳登山口～黒檜山～黒檜登山口 赤木山(黒檜山)1828m

ツアーのお申込み ＜たびのレシピ＞

8/20

8/21

9/16

未定

9/17

9/24

10/8

10/12

10/29

網張スキー場（リフト）～大松倉山～三ツ石山頂～奥山道ゲート

秣岳登山口～天狗平～山頂～中央コース～いわかがみ平

鳴子温泉～温泉神社～尿前の関～鳴子公園～大深沢～レストハウス

たびのレシピ ホームページから

ツアーのお申込み可能です！

＜送付書類の有料化のご案内＞

2022年度より弊社はSDGsの取り組みの一環として、

最終旅程表等の紙の削減のため有料化とさせて頂くこととなりました。

書類郵送をご希望の方は、別途200円頂きますので予めご了承下さい。

郵送不要のお客様につきましては、メール等にて書類を送信いたします。

皆様のご理解ご協力のほど宜しくお願い致します。詳細はホームページにてご確認下さい。

重 要


