
2021年 リビングトレッキング部 年間ツアー日程
＊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。
※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。
＊日帰りツアー 募集定員／28名 最少催行/20名 15人に1人ガイド付  弁当付・入浴付
「大人のための部活動」としてスタートしているため、ツアーへの参加のお申込は18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。
★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。

※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 七ツ森3座 料金 1名参加 ／10,000円 2名以上参加 ／9,000円

4/10
テーマ 七ツ森の最高峰 笹倉山と鎌倉山 遂倉山 歩行時間 約6.5時間 標高差 393ｍ

連なる山々を歩く 今年初めての足慣らしｺｰｽ 歩行距離 約6.2km

（土) コース 鎌倉山～ 遂倉山縦走　　笹倉山　 出発地 あすと長町(6:20)・仙台駅東口(6:40)・泉中央(7:10)

金華山 444mハイキング 料金 1名参加 ／13,000円 2名以上参加 ／12,000円

4/24
テーマ 太平洋の大展望と信仰の山「金華山」の歴史 歩行時間 約3.5時間 標高差 445ｍ

島特有の動植物との出会いも魅力 歩行距離 約4km

（土) コース 金華山港～金華山神社～山頂 出発地 あすと長町(6:30)・仙台駅東口(6:50)・泉中央(7:20)

オルレ唐桑 料金 1名参加 ／12,500円 2名以上参加 ／11,500円

4/29
テーマ 海と人をつなぐオルレルートを歩く、 歩行時間 約5.5時間 標高差 380ｍ

唐桑半島の海と岩の絶景。 歩行距離 約10km
(木/祝) コース ビジター～笹浜漁港～折石～半造 出発地 あすと長町(6:30)・仙台駅東口(6:50)・泉中央(7:20)

5月 鞍掛山 897m 料金 1名参加 ／12,500円 2名以上参加 ／11,500円

5/15
テーマ 「鞍掛山頂から壮大な岩手山を望む」 歩行時間 約3時間 標高差 300ｍ

歩行距離 約7km

（土) コース 相の沢キャンプ場～山頂～相の沢キャンプ場 出発地 泉中央(6:30）・仙台駅東口（6:50)・あすと長町(7:20)

那須茶臼岳  1915m　 料金 1名参加 ／13,500円 2名以上参加 ／12,500円

5/22
テーマ 那須連山の主峰を周遊　迫力の茶臼の展望 歩行時間 約5.5時間 標高差 230ｍ 日本百名山

歩行距離 約7.6km

（土) コース ゴンドラ～茶臼岳～峰の茶屋跡～牛首～南月山～ゴンドラ 出発地 泉中央(5:40）・仙台駅東口（6:10)・あすと長町(6:30)

安達太良山　1669m 料金 1名参加 ／13,500円 2名以上参加 ／12,500円

5/29
テーマ 山麓の新緑と荒涼とした火山風景 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 安達太良スキー場～くろがね小屋～山頂～ゴンドラ～山麓駅 出発地 泉中央(5:40）・仙台駅東口（6:10)・あすと長町(6:30)

6月 八幡平 1613m 料金 1名参加 ／13,000円 2名以上参加 ／12,000円

6/5
テーマ ドラゴンアイと八幡平の高山風景 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 黒谷地口～源田森～八幡沼～山頂～鏡沼～大駐車場 出発地 あすと長町(6:30)・仙台駅東口(6:50)・泉中央(7:20)

オルレ松島+大高森105m 料金 1名参加 ／9,000円 2名以上参加 ／8,000円

6/12
テーマ 空と海と山の素晴らしい景観。 歩行時間 約5時間 標高差 105ｍ

見所満載の奥松島ルートを楽しむ 歩行距離 約10km

（土) コース 出発地 あすと長町(6:30)・仙台駅東口(6:50)・泉中央(7:20)

秋田駒ケ岳　1637m 料金 1名参加 ／13,500円 2名以上参加 ／12,500円

6/26
テーマ 「花の100名山　秋田駒ケ岳を楽しむ　」 歩行時間 約5.5時間 標高差 334ｍ 日本百名山

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 歩行距離 約5.5km

（土) コース 八合目口～阿弥陀池～男女岳～横岳～八合目口下山 出発地 泉中央(5:40）・仙台駅東口（6:10)

7月 早池峰山★ 1917m 料金 1名参加 ／14,500円 2名以上参加 ／13,500円

7/7
テーマ 日本百名山 「早池峰山」の高山植物 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 小田越口～5号目～8号目（鉄ハシゴ）～山頂　往復 出発地 あすと長町(5:50)・仙台駅東口(6:10)・泉中央(6:30)

一切経山 料金 1名参加 ／12,000円 2名以上参加 ／11,000円

7/10
テーマ 「高山植物を楽しむ　　五色に輝く吾妻の瞳」 歩行時間 約3.5時間 標高差 405ｍ 日本百名山

歩行距離 約8km

（土) コース 浄土平口～一切経山～鎌沼～姥ヶ原～浄土平 出発地 泉中央(7:30)・仙台駅東口(8:00)・あすと長町(8:20)

尾瀬沼ハイキング 料金 1名参加 ／14,500円 2名以上参加 ／13,500円

7/17
テーマ 尾瀬沼と燧ケ岳の風景と湿原の高山植物 歩行時間 約2.5時間 標高差 130ｍ

歩行距離 約6.5km

（土) コース 沼山峠～1781ｍ展望所～尾瀬沼～沼山峠 出発地 泉中央(5:40）・仙台駅東口（6:10)・あすと長町(6:30)



8月 月山 1984m 料金 1名参加 ／13,000円 2名以上参加 ／12,000円

8/7
テーマ 「納涼　夏山登山を楽しむ Ⅰ」 歩行時間 約5時間 標高差 601ｍ 日本百名山

日本百名山　歴史と信仰の山を歩く 高山植物と残雪 歩行距離 約8.3km

（土) コース 姥沢駐車場～リフト～姥ヶ岳～牛首～月山～弥陀ヶ原～八合目 出発地 泉中央(5:40）・仙台駅東口（6:10)・あすと長町(6:30)

会津駒ケ岳 駒止湿原1泊2日 料金 1名参加 ／35,500円 2名以上参加 ／35,500円

8/21
テーマ 草稜と池塘の織りなす山岳美と湿原に広がる高山植物 宿泊施設 御池ロッジ/1名1室・2名～4名1室(男女別相部屋)

コース 食事 初日:朝× 昼〇(弁当) 夜〇　2日目: 朝〇昼〇(弁当) 

（土) 1日目 大谷地～駒止湿原～白樺谷地～水無谷地～旧開拓の道 歩行時間 約3時間 標高差 50ｍ 日本百名山

～ 歩行距離 約6km

8/22
2日目 桧枝岐駐車場～駒の小屋～山頂～中門岳～駒の小屋～駐車場 歩行時間 約8.5時間 標高差 1050ｍ 日本百名山

歩行距離 約11.5km

(日) 出発地 泉中央(7:10)・仙台駅東口(7:40)・あすと長町(8:00)

鳥海山麓 料金 1名参加 ／14,000円 2名以上参加 ／13,000円

8/28
テーマ 「納涼　夏山登山を楽しむ Ⅱ」 歩行時間 約5時間 標高差 622ｍ 日本百名山

鳥海山・日本海の大展望　※山頂へは行きません。 歩行距離 約10.8km

（土) コース 大平口～鳥海湖～鉾立口（8合目）　　 出発地 泉中央(5:40）・仙台駅東口（6:10)

9月 蔵王～宮城・山形県境縦走★ 料金 1名参加 ／14,300円 2名以上参加 ／13,300円

9/4
テーマ お釜から山形の最高地点熊野岳 （ 1841ｍ ） ドッコ沼など縦走 歩行時間 約6.5時間 標高差 442ｍ 日本百名山

歩行距離 約9.2km

（土) コース 山頂ﾚｽﾄﾊｳｽ～熊野岳～地蔵岳～鳥兜岳～ドッコ沼～中央ﾛｰﾌﾟｳｪｲ 出発地 泉中央(5:40）・仙台駅東口（6:10)・あすと長町(6:30)

榛名山・赤城山1泊2日 料金 1名参加 ／34,000円 2名以上参加 ／34,000円

9/11
テーマ 「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　 宿泊施設 ﾎﾃﾙﾙｰﾄｲﾝ渋川　1名1室・2名1室

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 食事 初日:朝× 昼〇(弁当) 夜〇　2日目: 朝〇昼〇(弁当) 

（土) 1日目 北西側登山口～山頂～南側登山口 榛名富士1391m 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

9/12
2日目 駒ヶ岳登山口～黒檜山～黒檜登山口 赤木山(黒檜山)1828m 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

(日) 出発地 泉中央(5:40）・仙台駅東口（6:10)・あすと長町(6:30)

紅葉の三ツ石山 1466m 料金 1名参加 ／10,500円 2名以上参加 ／9,500円

9/25
テーマ この秋一番最初の紅葉を楽しむ 歩行時間 約5.5時間 標高差 470ｍ

三ツ石山　1466ｍ 歩行距離 約8.7km

（土) コース 網張スキー場（リフト）～大松倉山～三ツ石山頂～奥山道ゲート 出発地 あすと長町(5:40）・仙台駅東口（6:10)・泉中央(6:40)

10月 栗駒山縦走 1626m 料金 1名参加 ／13,000円 2名以上参加 ／12,000円

10/1 テーマ 東北随一の紅葉を楽しむ 歩行時間 約5時間 標高差 513ｍ 日本二百名山

歩行距離 約11.3km

(金) コース イワカガミ平～栗駒山～（中央コース）～産沼コース∼須川温泉 出発地 あすと長町(5:50)・仙台駅東口(6:10)・泉中央(6:30)

磐梯山 料金 1名参加 ／15,000円 2名以上参加 ／14,000円

10/16
テーマ 「紅葉に磐梯山と山頂の360℃パノラマを楽しむ」 歩行時間 約6時間 標高差 622ｍ 日本百名山

歩行距離 約7.5km

（土) コース 八方台登山口～弘法清水～山頂～八方台登山口 出発地 あすと長町(6:30)・仙台駅東口(6:50)・泉中央(7:20)

奥入瀬ハイキング 料金 1名参加 ／13,500円 2名以上参加 ／12,500円

10/23
テーマ 小滝と早瀬が織りなす紅葉の渓流美 歩行時間 約3.5時間 標高差 130ｍ

歩行距離 約8.5km

（土) コース 奥入瀬遊歩道（石ヶ戸～子ノ口） 出発地 あすと長町(5:40)・仙台駅東口(6:10)・泉中央(6:30)

11月 オルレ鳴子 料金 1名参加 ／11,500円 2名以上参加 ／10,500円

11/6
テーマ 紅葉の鳴子峡と松尾芭蕉の足跡を辿る歴史散歩 歩行時間 約5時間 標高差 110ｍ

歩行距離 約10km

（土) コース レストハウス前～大深沢～鳴子公園～尿前の関～温泉神社 出発地 あすと長町(6:30)・仙台駅東口(6:50)・泉中央(7:20)

忘年登山 料金 1名参加 ／　　　　円 2名以上参加 ／　　　　円

11/13
テーマ

未定

歩行時間 標高差

歩行距離

（土) コース 出発地

＊11月13日（土）の忘年登山の詳細は、「リビング仙台」紙面とホームページ「リビング仙台Web」（https://mrs.living.jp/sendai）にて後日ご案内致します。

ツアーのお申込み　　＜たびのレシピ＞　　☎ 022-393-7458　


