
尾瀬ハイキング

VAN(8 名様まで）貸し切り総額150,000円

添乗員：なし
最少催行人数：1名から催行します
食事条件：含まれません
その他費用：尾瀬戸倉 -鳩待峠間は乗り合いバスの利用となり現地払いとなります。片道 1,000 円
旅行形態：手配旅行
旅行代金に含まれるもの：往復専用車代、往復有料道路代、現地でのガイド代

プライベートプラン

プライベート

■お問い合わせ・お申し込み

株式会社ジェイワールドトラベル
東京都港区南青山 2-5-17 ポーラ青山ビル 6階
東京 TEL:03-3402-9955 FAX:03-3402-9698
大阪 TEL:06-6266-2229 名古屋 TEL:052-212-3638
E-mail:tet@jw-trvl.co.jp
営業時間：月～金 09:00～17:30 土 09:00～13:00 日祝休み

旅行条件

■お気軽 尾瀬ケ原ハイキングコース日程表
1 日目 05:00

出発
途中、サービスエリアにて休憩

ご自宅までお迎えに上がります。

尾瀬瀬戸倉に着後、乗り合いシャトルバスに乗り換え

尾瀬戸倉を出発
乗り合いシャトルバスにて尾瀬戸倉へ

09:30

06:00

鳩待峠着後、ガイドと一緒に出発までフリータイム

片品花咲の湯に到着後、出発時間までフリータイム
出発
到着後、解散。お疲れ様でした

10:00
14:50

17:00
16:00
15:20

19:30

※道路状況や天候により、到着時間、現地出発時間、滞在時間等が変更となる場合がございます。
※尾瀬戸倉より先はマイカー規制がございますため、シャトルバスに乗り換えとなります。

※VAN貸し切り料金、高速代金、（東京都 23区内出発となります。それ以外はお尋ねください。）尾瀬ガイド料金含みます。

鳩待峠→山の鼻→至仏山→オヤマ沢田代→鳩待峠
至仏山は日本百名山のうち 1つ標高 2228メートルあり、頂上での絶景をお楽しみください。
★至仏山は 7月 1日より登山可能です。                                                                                  

鳩待峠→山の鼻→至仏山→オヤマ沢田代→鳩待峠
至仏山は日本百名山のうち 1つ標高 2228メートルあり、頂上での絶景をお楽しみください。
★至仏山は 7月 1日より登山可能です。                                                                                  

鳩待峠→山の鼻→至仏山→オヤマ沢田代→鳩待峠
至仏山は日本百名山のうち 1つ標高 2228メートルあり、頂上での絶景をお楽しみください。
★至仏山は 7月 1日より登山可能です。                                                                                  

■手配旅行〈モデルプラン〉

シャトルバスは一般の方と混乗となります。

鳩待峠→山の鼻→至仏山→オヤマ沢田代→鳩待峠
至仏山は日本百名山のうちの 1つ。標高 2,228mあり、
頂上での絶景をお楽しみください。
★至仏山は 7月 1日より登山可能です。

鳩待峠→山の鼻→牛首分岐→竜宮→ヨッピ橋→牛首分岐→
山の鼻→鳩待峠
途中の山小屋でゆっくりしながら、本州最大級の高層湿原
の尾瀬ケ原をお楽しみください。

◇お気軽 尾瀬ケ原ハイキングコース                  

◇少しハードな登山コース

例えば 6名様ご参加で 25,000 円（おひとり様あたり）

シーズンを迎えた本州最大規模の高層湿原の尾瀬国立公園へ出かけませんか？
尾瀬では整備されて歩きやすい木道で、様々な高山植物を見ることができます。
また訪れる時期により異なる景色を見せてくれます。
また尾瀬を知り尽くしたガイドさんがハイキングをより楽しませてくれます。
ハイキング後は温泉でゆっくりリラックスしてください。
プライベートなので内容はご希望に合わせて変更可能です。

アメリカのアウトドアブランド「メレル」は、ハイキングシューズからタウンシューズ、ウェアまで幅広いコレクションを
揃えてライフスタイルに合わせたシューズをご提供致します。
メレルのハイキングシューズでは、防水透湿機能を持つ「GORE-TEX」やイタリアのソールメーカー「vibram」を採用して
優れた機能と履き心地を提供致します（製品により使用条件が違います）
国内に 9店舗の直営店を展開（アウトレット 1店舗含む）、また正規販売店も全国にございます。
詳しくはメレルのホームページをご覧ください。

ツアー参加者特典 ： ①メレルのオリジナル「ナップザック」を限定50個プレゼント
②メレルのシューズが抽選で1名様に当たります

ツアー参加者特典 ： ①メレルのオリジナル「ナップサック」を限定 50名にプレゼント。
 ： ②メレルのシューズが抽選で 1名様に当たります。

世界160か国で愛されるアメリカのアウトドアブランドMERRELL（メレル）。1981 年の
創業から、常にこれまでにない「新しさ」を追求し続け、ハイキングブーツやトレイルラン
ニングシューズ、スポーツサンダルなど、アウトドアから、ライフスタイルまで、多彩なシューズ
を展開しています。詳しくはメレルのホームぺージをご覧ください。

www.merrell.jp



尾瀬

旅行代金 おひとり様22,000円

添乗員：添乗員、バスガイドともに同行いたしません。安心のドライバー 2名体制の運行となります。
最少催行人数：大型バス利用のため 20 名から催行いたします。募集人数 25 名＊各設定日
食事条件：含まれません
利用予定バス会社：東京パッセンジャー
その他費用：温泉施設での利用料金は現地払いとなります。
旅行形態：募集型企画旅行
旅行代金に含まれるもの：往復貸し切りバス代、往復有料道路代

ハイキングツアー

金曜夜発

■旅行企画・実施

株式会社ジェイワールドトラベル
東京都港区南青山 2-5-17 ポーラ青山ビル 6階
東京 TEL:03-3402-9955 FAX:03-3402-9698
大阪 TEL:06-6266-2229 名古屋 TEL:052-212-3638
E-mail:tet@jw-trvl.co.jp
営業時間：月～金 09:00～17:30 土 09:00～13:00 日祝休み

旅行条件

■日程表
1 日目 22:45

尾瀬戸倉に着後、ミニバスに乗り換え
途中、サービスエリアにて 2回休憩

鳩待峠よりミニバスにて尾瀬戸倉へ

ガトーフェスタハラダ本館にて休憩お土産タイム
出発

13:30

23:00

尾瀬戸倉を出発
片品花咲の湯に到着後、出発時間までフリータイム
出発

青山一丁目駅前到着後、解散。お疲れ様でした。

14:00

15:50

19:30
17:40
17:20

※道路状況や天候により、到着時間、現地出発時間、滞在時間等が変更となる場合がございます。
※尾瀬戸倉より先は大型バスが入れないため、貸し切りのミニバスへお乗り換えいただきます。料金は含まれます。

※往復バス青山一丁目 -尾瀬・鳩待峠間、国内旅行傷害保険含みます。

鳩待峠→山の鼻→至仏山→オヤマ沢田代→鳩待峠
至仏山は日本百名山のうち 1つ標高 2228メートルあり、頂上での絶景をお楽しみください。
★至仏山は 7月 1日より登山可能です。                                                                                  

鳩待峠→山の鼻→至仏山→オヤマ沢田代→鳩待峠
至仏山は日本百名山のうち 1つ標高 2228メートルあり、頂上での絶景をお楽しみください。
★至仏山は 7月 1日より登山可能です。                                                                                  

鳩待峠→山の鼻→至仏山→オヤマ沢田代→鳩待峠
至仏山は日本百名山のうち 1つ標高 2228メートルあり、頂上での絶景をお楽しみください。
★至仏山は 7月 1日より登山可能です。                                                                                  

鳩待峠→山の鼻→至仏山→オヤマ沢田代→鳩待峠
至仏山は日本百名山のうち 1つ標高 2228メートルあり、頂上での絶景をお楽しみください。
★至仏山は 7月 1日より登山可能です。                                                                                  

■旅行代金

※到着が遅れた際の、タクシーまたはホテルご利用代金は一切承りかねます。

鳩待峠→山の鼻→至仏山→オヤマ沢田代→鳩待峠 (標準 6.5
時間 )
至仏山は日本百名山のうちの 1つ。標高 2,228mあり、頂上
での絶景をお楽しみください。
★至仏山は 7月 1日より登山可能です。

鳩待峠→山の鼻→牛首分岐→竜宮→ヨッピ橋→牛首分岐→
山の鼻→鳩待峠 (標準 6.5 時間 )
自信のある方は東電小屋まで途中の山小屋やベンチでゆっく
りしながら、本州最大級の高層湿原の尾瀬ケ原をお楽しみく
ださい。（山小屋は 7月よりオープン予定）

◇お気軽 尾瀬ケ原ハイキングコース                  

◇少しハードな登山コース

金曜の夜は、お仕事後に都心から自然あふれる尾瀬へ行きませんか？
混雑を避けた早朝から 8時間のハイキングを楽しめます。
バスはおひとり様で 2席利用ですので、お隣を気にせずにゆっくりおくつろぎいただけます。
到着後お荷物はバスにお預けいただき、身軽にハイキングコースや少しハードな登山コースを
ご自身のペースで楽しめます。ハイキング後は温泉施設に立ち寄りリラックス。
大人気ラスクのガトーフェスタハラダ本館も立ち寄り群馬限定のお土産購入もできますので軽い
旅行気分も味わえます。                                          

( おひとりで 2席利用となります )

青山一丁目駅　HONDA青山ビル前 集合
出発

05:00
鳩待峠着後、出発までフリータイム05:30

※ご参加人数により、利用バスのサイズが異なる場合がございます。

■設定日

14:40

7/17( 金 )・7/31( 金 )・8/14( 金 )・8/28( 金 )・9/11( 金 )・9/25( 金）

アメリカのアウトドアブランド「メレル」は、ハイキングシューズからタウンシューズ、ウェアまで幅広いコレクションを
揃えてライフスタイルに合わせたシューズをご提供致します。
メレルのハイキングシューズでは、防水透湿機能を持つ「GORE-TEX」やイタリアのソールメーカー「vibram」を採用して
優れた機能と履き心地を提供致します（製品により使用条件が違います）
国内に 9店舗の直営店を展開（アウトレット 1店舗含む）、また正規販売店も全国にございます。
詳しくはメレルのホームページをご覧ください。

ツアー参加者特典 ： ①メレルのオリジナル「ナップザック」を限定50個プレゼント
②メレルのシューズが抽選で1名様に当たります

2 日目

ツアー参加者特典 ： ①メレルのオリジナル「ナップサック」を限定 50名にプレゼント。
 ： ②メレルのシューズが抽選で 1名様に当たります。

世界160か国で愛されるアメリカのアウトドアブランドMERRELL（メレル）。1981 年の
創業から、常にこれまでにない「新しさ」を追求し続け、ハイキングブーツやトレイルラン
ニングシューズ、スポーツサンダルなど、アウトドアから、ライフスタイルまで、多彩なシューズ
を展開しています。詳しくはメレルのホームぺージをご覧ください。 www.merrell.jp


