
 

 

 

 黄金色のヤマブキが山道の春を彩る  

新緑の奥多摩 

尾根道歩き“浅間嶺”ハイキング 
■出発日： 平成 29年4 月 11 日(火)･12 日(水)･18 日(火)  ＊小雨決行 

■旅行代金：お一人様 6,000 円（入浴料込）★当日バス車内でお支払下さい 

■コース：JR 千葉駅(出発 6:25)～京成津田沼駅(7:00)～首都高～中央道～圏央道～あきる野 IC ～檜 

原街道～払沢ノ滝入口(バス下車)…払沢ノ滝…時坂峠…峠の茶屋…浅間嶺山頂(標高 880ｍ)…浅間高 

原…上川乗 (バス乗車) ～数馬の湯(入浴)～檜原街道～あきる野 IC～圏央道～中央道～環状線～首 

都高～京成津田沼駅～JR 千葉駅(19:30 着予定) 

◎行程約 9.6km･約 4.5 時間（休憩・昼食時間を含む）◎コースの難易度“上級”コース ◎標高差 607ｍ            

※トレッキングシューズ又は軽登山靴を着装して下さい。 
■コースポイント 払沢の滝…全長 60ｍ、4段で流れ落ち最下段の滝は約 26m。奥多摩の名瀑です。 

浅間嶺…新緑と共に春の花の代表と云われる“ヤマブキ”が多く見られる。比較的展望もあり、大 

岳山や富士山の展望も楽しめます。  

 

秩父巡礼道から“琴平丘陵”ハイキング 

40万株の芝桜の絨毯「羊山公園」へ！ 
■出発日 平成 29年4 月22 日(土)・25 日(火)・27 日(木)・30 日(日) ＊雨天決行 

■旅行代金：お一人様 5,500 円 (鍾乳洞・芝桜の丘入場料含) ★当日バス車内でお支払下さい 

■コース：JR 千葉駅(出発 6:25)～京成津田沼駅(7:00)～首都高～関越道～花園 IC～道の駅ちちぶ(休

憩)～橋立堂(鍾乳洞見学)…大渕寺…護国観音…岩井堂…修験堂…長者屋敷跡…山の神…琴平丘陵

…羊山公園(芝桜の丘・散策)～花園 IC～関越道～首都高～京成津田沼駅～JR 千葉駅(19:30 着予定) 

〈道路渋滞等により運行ルートを変更する場合がございますのでご了承下さい〉     

◎行程約 7 ㎞･約 4 時間（休憩･昼食時間を含む）◎コースの難易度“初級の上コース”◎標高差約 200ｍ 

※トレッキングシューズ又は軽登山靴を着装して下さい。 
■コースポイント 橋立堂(橋立鍾乳洞)…高さ80ｍの絶壁下に立つ28番札所。御本尊は馬頭観音で、 

内には左甚五郎作の木彫りの馬がある。裏にある橋立鍾乳洞はかつての奥ノ院で、内部は小規模 

ですが、鍾乳石や筍が見られます。27 番札所大渕寺、26 番札所岩井堂と秩父巡礼道を巡ります。 
 

■集合場所及び出発時間【上記 2 コース共通】 

① JR 千葉駅 21 番バス停(三菱東京 UFJ 銀行) 6:25 ② 京成津田沼駅南口(千葉銀行前) 7:00 
 

温泉入浴付 



「房総再発見シリーズ第 101 回」 

 

新緑の養老渓谷ﾊｲｷﾝｸﾞ＆大多喜県民の森ウォーク 
■出発日 ５月 6 日（土）・7 日（日）・8 日（月） 【雨天決行】 

■旅行代金：4,300 円 ※たまねぎ狩り料金含む ★当日バス車内でお支払下さい 
■コース： JR 千葉駅(出発 7：40)～JR 蘇我駅(出発 7：55)～松ヶ丘 IC～館山道～市原 IC～養老 

渓谷観光ｾﾝﾀｰ(休憩)～渓谷入口駐車場(バス下車)･･･向山ﾄﾝﾈﾙ･･･共栄ﾄﾝﾈﾙ…奥養老ﾊﾞﾝｶﾞﾛｰ村… 

夕木台…出世観音･･･観音橋･･･弘文洞跡…中瀬遊歩道…渓谷入口駐車場(バス乗車)～大多喜県 

民の森(昼食･展望コースハイキング 1.5 ㎞･50 分)～白子・地元農家産「〝白子･新たまねぎ狩 

り〟体験」～外房有料～JR 蘇我駅～JR 千葉駅（18：00 着予定） 

●天候及び道路渋滞等によりコースを変更する場合がございますのでご了承下さい。 

◎行程約 4.5ｋｍ 2.5 時間【初級コース】となります。                                                           

【白子・新たまねぎ狩り】 地元農家の畑でたまねぎの収穫体験（5kg）をします。 

軍手・はさみを必ずご持参下さい。悪天候の場合はたまねぎ 5kg お持ち帰りとなります。 

■集合場所及び出発時間 

① JR千葉駅 21 番バス停(三菱東京 UFJ 銀行) 7：40 ② JR 蘇我駅東口(ﾃﾞｲﾘｰﾔﾏｻﾞｷ前)  7：55 

 
【ご案内とご注意】※下記事項とコースの掲載事項を必ずお読み下さい。 
★事前のご準備 

①弊社ツアーにおいては、ご参加について年齢制限は設けておりません。お申込みにあたり、必ず下記に記載の「コースの難易度の目安」をよ  

くお読みの上、ご自身の体力と経験、技術に合うコースをお選び下さい。（当社はお客様の健康状態、体力、技術等全てを事前に把握すること

はできません。） 

②ご出発日までにガイドブック等で歩行時間･ルート･装備等の情報を入手する等、お客様ご自身で事前の学習をして下さい。  

③ツアー中は団体行動となります。添乗員の指示にご協力下さい。明らかに自己中心的な行動や言動等、他の参加者に迷惑を及ぼす行為と添乗

員又は弊社が判断した場合、ツアー中であっても離団していただく場合や、次回からのご参加をお断り又は参加ツアーを制限させていただく

場合がございます。 

④お客様に事故などが発生した場合に要する費用は全てお客様負担となります。また、お客様の過失によるハイキング中の事故や災害について、

当社は一切責任を負いません。万が一に備え、任意保険への加入をお勧めいたします。 

★ハイキング・登山注意事項 

①現地到着後は原則雨天でも実施いたしますが、現地の天候やお客様全体のペース、交通渋滞･遅延等によってはコースの変更や停滞、旅行の

中止もあります。また、旅程の変更に伴い、目的の山岳に登頂できない場合もございます。添乗員は全体の安全を最優先して行動しています。

皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。 

②予定されたハイキング・登山コースや歩行時間は、悪天候の他、参加者全体の歩行ペース、その他の条件により大幅に変更になる場合がござ

います。 

③行動中に身体に異常を自覚した場合は、速やかに添乗員にお申し出下さい。全体のお客様より体力不足や傷病などで遅れ、添乗員の判断でハ

イキング又は登山の続行が難しいと判断した場合は下山をお願いすることがあります。添乗員の指示･誘導にご協力下さい。  

④行程の変更に伴い発生する費用は、理由の如何にかかわらず、全てお客様負担となります。予めご了承ください。  

 
【コースの難易度】の目安 

「初級」標高差 100ｍ以上の登り下りがある。歩行時間約 2～4 時間程度、登山に比べ平坦なコース 

「初級の上」標高差 200ｍ以上の登り下りがある。歩行時間約 2～5 時間程度、登山に比べ平坦なコース 

「中級」標高差 300ｍ以上の登り下りがある。歩行時間約 3～5 時間程度、経験者向け・軽登山コース 

「上級」標高差 400ｍ以上の登り下りがある。歩行時間 3～6 時間程度、登山経験者向け・軽登山コース 

 以上をご参考のうえ、ご自分の体力・技量等にあったコースをお申し込みください。 

■お申込み：千葉中央バス㈱ふれあいウォーキング係  

☎043-300-2420 (ウォーキング直通電話)（ご自宅を出られる前に左記番号でご確認ください） 

●受付時間：9:00～17:30 時間外及び緊急連絡先：043－300－2418 緊急の場合等は必ずご連絡下さい。 

その他：必ずお電話にてご予約下さい。車内禁煙をお願い致します。 

シートベルトの着用にご協力お願致します。雨具・お弁当等は各自でご用意下さい。 

※最少催行人員 25 名 ※添乗員同行 
旅行企画･実施：千葉中央バス株式会社 千葉県知事登録旅行業第 2-749 

千葉市緑区鎌取町 273－4(社)全国旅行業協会正会員 国内旅行業務取扱管理者 中村 隆 



秩父多摩甲斐国立公園 渓谷歩きと滝めぐり！ 

新緑の“西沢渓谷” ハイキング 
■出発日 平成 29年5 月22 日(月)・27 日(土)・31 日(水) ＊小雨決行 

■旅行代金：お一人様 ※6,300 円(入浴料込)  【旅行代金事前振込】  

■コース：JR 千葉駅(出発 6:25)～京成津田沼駅(7:00)～首都高速～中央道～勝沼 IC～道の駅みと

み・市営駐車場…ねとり橋…西沢山荘…二俣吊橋…大久保の滝…三重の滝…人面洞…竜神の滝…

恋糸の滝…貞泉の滝…母胎淵…カエル岩…方杖橋…七ツ釜五段の滝旧不動小屋跡…旧森林軌道

…大久保沢…ねとり橋…市営駐車場～温泉入浴～勝沼 IC～中央道～首都高速～京成津田沼駅～

JR 千葉駅(19:30 着予定)〈道路渋滞等により運行ルートを変更する場合がございますのでご了承下さい〉      

◎行程約 10 ㎞･約 4.5 時間（休憩･昼食時間を含む）◎コースの難易度“中級コース” ◎標高差約 290m  

※ トレッキングシューズ又は、軽登山靴等の履物でお越しください。 
 

「千葉中央バスふれあいウォーキング特別版」 

水辺の妖精 〝水芭蕉 〟芽吹 く 尾 瀬へ 

春まだ浅い残雪の尾瀬！！ 
■出 発 日：平成 29年5 月 15 日(月)・5 月20 日(土) 【1泊 2日】  

■旅行代金：お一人様※20,000 円 【事前振込】 

（1 泊 4 食付・入浴料込み）   

■コース 

【1 日目】JR 千葉駅(6：25 発)～京成津田沼駅(7：00 発) 

～関越道～沼田 IC～車中昼食(お弁当･お茶付)～尾瀬戸倉 

(乗換)～鳩待峠…山ノ鼻…牛首…竜宮…見晴(泊)  

(16:00 着予定) 

【2 日目】見晴(6：20 発)…白砂峠…沼尻平…浅湖湿原… 

大江湿原…尾瀬沼ﾋﾞｼﾞﾀｰｾﾝﾀｰ(昼食･おにぎり弁当)…三平

下…三平峠…一ノ瀬…大清水（13：30 着予定 14：00 発)

～桧花の駅片品・花咲の湯(入浴･休憩)～原田農園(休憩･買

物)～関越道～京成津田沼駅～JR 千葉駅(20:30 着予定) 

■コースの難易度 

【1 日目】歩行程約 10 キロ・3 時間 (休憩含まず) 初級コース  

【2 日目】歩行程約 12 キロ・6 時間 (休憩含まず) 中級コース 
〈天候等の状況によりコースが、変更になる場合もございますのでご了解下さい。〉 

■宿 泊：檜枝岐小屋 (090-3405-6460) ※男女別相部屋 

☆注  意：トレッキングシューズ又は軽登山靴を着装して下さい。雨具・防寒着・手袋等は必

ずご用意下さい。ストックはお持ちでしたらご持参をお勧めします。 

 
■集合場所及び出発時間【2 コース共通】 

① JR 千葉駅 21 番バス停(三菱東京 UFJ 銀行) 6:25 ② 京成津田沼駅南口(千葉銀行前) 7:00 

■上記の 2コースは事前に当社貸切営業所へご持参、または指定銀行口座へお振込み下さい。 
 

温泉入浴付 

★残雪がありますので、すべり止め

（アイゼン等）をご持参下さい★ 

 

温泉入浴付 



花の百名山〝入笠山〟ハイキング   

３６０度の大パノラマと“１００万株のすずらん” 

“釜無ホテイアツモリソウ“のお出迎え！ 
■出発日 平成29年６月5 日(月)・6 日(火)・15 日(木) ＊雨天決行 

★富士見パノラマリゾートより 3つのプレゼント★ 

①「入笠に咲く花」の小冊子 ②富士見高原限定オリジナルトマトジュース ③山野草の苗 

■旅行代金：お一人様 ※6,700 円（ゴンドラ乗車料金・入浴料込）【旅行代金事前振込】 

■コース：JR 千葉駅(出発 6:25)～京成津田沼駅(7:00)～首都高～中央道～諏訪南ＩＣ～富士見パノラ 

マリゾート…山麓駅+++ゴンドラ+++山頂駅…入笠湿原(散策)…御所平峠…入笠山山頂(標高

1,955m)…首切登山口…入笠湿原…入笠すずらん公園・八ヶ岳展望台(散策)…山頂駅+++ゴンドラ

+++山麓駅…富士見パノラマリゾート～温泉入浴～小淵沢ＩＣ～中央道～首都速～京成津田沼駅

～JR 千葉駅 (20:00 着予定)〈道路状況・天候等により運行ルートを変更する場合がございますのでご了承下さい〉 

◎ 行程約 6 ㎞･約 3.5 時間（休憩・昼食時間を含む）◎コースの難易度“初級コース” ◎標高差約 175m  

※トレッキングシューズ又は軽登山靴を着装して下さい。 
 

浅 間 山 の展 望 

軽井沢のテーブルマウンテン“離山”ハイキング          
■出発日 平成 29年6 月21 日(水)・24 日(土)・27 日(火)・29 日(木) ＊雨天決行      

■旅行代金：お一人様 ※6,500 円（入浴料含）【旅行代金事前振込】 

■コース：JR 千葉駅(出発 6:25)～京成津田沼駅(7:00)～首都高～関越道～碓井軽井沢 IC～軽井沢銀座

駐車場 (バス下車)…霊場池…登山口…展望台…離山山頂(1255ｍ)…霊場池…軽井沢銀座駐車場(バ

ス乗車)～温泉入浴(休憩)～関越道～首都高～京成津田沼駅～JR 千葉駅(19:30 着予定) 

  〈道路渋滞等により運行ルートを変更する場合がございますのでご了承下さい〉     

◎行程約 8 ㎞･約 4 時間（休憩･昼食時間を含む）◎コースの難易度“初級の上コース”◎標高差約 305m 

■コースポイント 離山…標高1255ｍ。離山は軽井沢のほぼ中央にありテーブルの様な山容なので、

別名「テーブルマウンテン」と呼ばれています。浅間山の眺望が目の前に楽しめる山頂です。 

※トレッキングシューズ又は軽登山靴を着装して下さい。 

 

■集合場所及び出発時間【2 コース共通】 

① JR 千葉駅 21 番バス停(三菱東京 UFJ 銀行) 6:25 ② 京成津田沼駅南口(千葉銀行前) 7:00 

■上記の 2コースは事前に当社貸切営業所へご持参、または指定銀行口座へお振込み下さい。 
 

■お支払：旅行代金は事前に当社下記口座へお振込み下さい。 

 

 

旅行契約の解除日 

(旅行開始日の前日からさかのぼって) 

取  消  料 

宿泊付旅行 日帰り旅行 

20 日目に当たる日より前 無料  

20 日目に当たる日以降 8 日目に当たる日まで 旅行代金の 20％ 

11 日目に当たる日より前  無料 

10 日目に当たる日以降 8 日目に当たる日まで 旅行代金の 20％ 

7 日目に当たる日以降前々日に当たる日まで 旅行代金の 30％ 

旅行開始日の前日 旅行代金の 40％ 

旅行開始日の当日 旅行代金の 50％ 

無連絡不参加又は旅行開始後 旅行代金の 100％ 

温泉入浴付 

温泉入浴付 

口座：千葉銀行本店 普通預金 №3749846 

名義：千葉中央バス㈱ ツアー口 

☆ご入金確認後、クーポン券を当社よりお送り

しますので、当日ご持参下さい。 
※お振込み手数料はお客様負担にてお願い致します。 


