
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

 

観光庁長官登録旅行業第 1668号／社団法人全国旅行業協会正会員 

素朴な村を訪ね歩き、巨峰ひしめくベースキャンプへ 

●歩行レベル ★★（初～中級） 
霊峰 石鎚山頂上 天狗岳 



 

 

 

石鎚山（いしづちさん 1,982 m）は、四国山地西部の四国、および西日本の最高峰である。愛媛県西条市と久

万高原町の境界に位置する。石鉄山、石鈇山、石土山、石槌山とも表記され、「伊予の高嶺」とも呼ばれ

る。『日本霊異記』には「石槌山」と記され、延喜式の神名帳（延喜式神名帳）では「石鉄神社」と記され

ている。山岳信仰（修験道）の山として、また日本百名山かつ日本七霊山の一つともされ、「霊峰石鎚

山」とも呼ばれる。正確には、最高峰に位置する天狗岳（1,982 m）・石鎚神社山頂社のある弥山（みせん

1,974 m）・南尖峰（なんせんぽう 1,982 m）の一連の総体山を石鎚山と呼び、古くから山岳信仰の山とされ、奈

良時代には修行道場として知れ渡った。その後も山岳仏教や修験道の発達に伴い、信仰の拠点として

現在までその地位にある。［ちなみに日本七霊山の残る六峰は、富士山、立山、白山、大峰山、釈迦ヶ岳、大山です］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山自体が神と崇められているこの神聖な山では、四季折々の美しい自然が楽しめるほか、パワースポットとしても人

気の場所です。かつては弘法大師空海も修行としたと言われ、現在でも厳しい修行をする修験の山の一つとして有

名です。主な登山コースは、今回利用する“成就社コース”の他に、２つあります。ロープウェイを利用して成就社へ。

「神門」を通って、いよいよスタート。ここから約 3.5km 先の頂上を目指します。しばらくは緩やかな道が続いて「遥

拝所」の後はきつい登りが続きます。石鎚山には、珍しい高山植物など約 1,200 種の植物が生息していて、学術上

貴重なため森林の大部分が「自然維持林」に指定されています。しばらく登っていくと「鎖場」に到着。ほぼ垂直の石

崖を鎖で登っていくというスリル満点の行場「試しの鎖」です。石鎚山には全部で 4 か所の鎖場があり、後の 3 本を

登れるかがここで試されるため、この「試しの鎖」をクリアできれば、他の鎖場もチャレンジして良いかもしれません。

「体力に自信の無い方は近道へ」という看板があり、すべての鎖場に迂回路があるのでご安心ください。ここで夜が

明けるのを待ったと言われる「夜明かし峠」。森林が開けて目の前に山頂が見えます。周りには、瀬戸内海や四国山地

の山々など絶景が広がっています。その後、ついに標高 1,974m の石鎚山（弥山）山頂に到着！見渡す限り一面に

広がる四国の山々の緑と瀬戸内海の島々が望めます。大自然のパワーを体内に感じることができ、石鎚山自体が神

様だということも実感できます。山頂の弥山からはさらに、鎖を使って西日本最高峰の天狗岳にも行くことができま

す。周囲は断崖絶壁、勇気のある方はぜひトライして下さい。 

聖なる山に虹が出る 

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%9B%9B%E5%9B%BD%E5%B1%B1%E5%9C%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E6%97%A5%E6%9C%AC
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%84%9B%E5%AA%9B%E7%9C%8C
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A5%BF%E6%9D%A1%E5%B8%82
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%85%E4%B8%87%E9%AB%98%E5%8E%9F%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B9%85%E4%B8%87%E9%AB%98%E5%8E%9F%E7%94%BA
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E9%9C%8A%E7%95%B0%E8%A8%98
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%B6%E5%96%9C%E5%BC%8F
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A5%9E%E5%90%8D%E5%B8%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BB%B6%E5%96%9C%E5%BC%8F%E7%A5%9E%E5%90%8D%E5%B8%B3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%B2%B3%E4%BF%A1%E4%BB%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%AE%E9%A8%93%E9%81%93
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E7%99%BE%E5%90%8D%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%97%A5%E6%9C%AC%E4%B8%83%E9%9C%8A%E5%B1%B1
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%9F%B3%E9%8E%9A%E7%A5%9E%E7%A4%BE
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%BC%A5%E5%B1%B1_(%E6%84%9B%E5%AA%9B%E7%9C%8C)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%B2%B3%E4%BF%A1%E4%BB%B0
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%88%E8%89%AF%E6%99%82%E4%BB%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A5%88%E8%89%AF%E6%99%82%E4%BB%A3
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B1%B1%E5%B2%B3%E4%BB%8F%E6%95%99
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%AE%E9%A8%93%E9%81%93


＜日程表＞ 四国の名峰・石鎚山登山と瓶ケ森
かめがもり

ハイキング４日間  

月 日 都市（地）名 ス ケ ジ ュ ー ル 食事 

9／22 
（水） 

新千歳 
乗継空港 

松山 
 
西之川 
成就 

午前～午後、新千歳空港より空路、松山へ（のりつぎ） 
 
松山より専用車にて石鎚山登山の拠点、西之川へ(１.5～2h) 
 
ケーブルにて成就社へ（運航スケジュールにより西之川泊の場合あり） 

＜成就または西之川／旅館泊＞ 

― 

― 

夕 

9／23 
（木） 

成就社 
遥拝所 

試しの鎖 
夜明かし峠 

一の鎖 
二の鎖 

三の鎖 
石鎚山(弥山) 

天狗岳 
 
（往路を下山） 

成就社 
 
 

いの町 

石鎚山登山 
 
成就社(1,450m)～遥拝所～試しの鎖～夜明かし峠(1,652m)一の鎖二の鎖三の鎖
石鎚山(弥山) (1,974m)～天狗岳(1,982m)～（往路を下山）～成就社 
  
「神門」からスタート、「遥拝所」から先は急な登りが続きます。しばらく登ると石鎚
山の代名詞「鎖場」が始まります。まずは「試しの鎖」、石鎚山に全部で４か所ある鎖
場の残る３本を登れるかどうかが試されるためこの名が付いたとされています。
なお、すべての鎖場にはやさしい迂回路があるのでご安心ください。「夜明かし峠」
を過ぎれば森林が開けて目の前に山頂が見えます。瀬戸内海や四国山地の山々な
ど絶景が広がり、その後、石鎚山（弥山 1,974m）山頂に到着です。見渡す限りの
展望に、大自然のパワーを感じることでしょう。山頂の弥山からはさらに鎖を使っ
て西日本最高峰の天狗岳にも行くことができます。断崖絶壁の道ですが、勇気の
ある方はぜひトライして下さい。その後、往路を慎重に下山し成就に戻ります。ロー
プウェイで下山します。歩行５～6時間 
 
専用車またはバス等にて、いの町へ。                   ＜いの町／ホテル泊＞ 

朝 

― 

夕 

9／24 
（金） 

いの町 
UFOライン 

瓶ヶ森登山口 
女山 

男山 
瓶ヶ森登山口 

 
松山 

瓶ヶ森ハイキング 
 
専用車にて、CM等でお馴染みの山岳道路「UFOライン」を登山口へ。寒風山トン
ネルから瓶ヶ森登山口の間は、四国でも随一の景観と言われています。 
どっしりとした風格を漂わせる瓶ヶ森の頂上一帯はなだらかな平原で、見事なまで
に一面がササで覆われています。樅や栂などの群生があり、白骨林がひときわ美し
い景観を見せていて、四国のパノラマ台と呼ぶにふさわしい自然美です。山頂には
女山(めやま 1,987m)と男山(おやま 1,930m)と呼ばれる二つの頂があり、眺望は抜群
です。駐車場の登山口から1時間程度で山頂にたどり着け、眺望も抜群であること
から、登山初心者にも人気のハイキングコースです。歩行 2～3時間 

 
下山後、専用車と公共交通にて松山へ                   ＜松山／ホテル泊＞ 

朝 

― 

夕 

9／25 
（土） 

松山 
乗継空港 

新千歳 

午前、松山空港より空路、新千歳へ（のりつぎ） 
 
 

朝 

― 

― 

※歩行の行程は原則として上記を予定しておりますが、現地事情により入れ替えや変更が生じる場合があります 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

瓶ヶ森の尾根と UFOライン 瓶ヶ森のトレイル案内図 



■旅行代金 ： 新千歳発着１6９,000円   ※松山発着 129,000円  

■一人部屋追加代金： 2５,000円  

■最少催行人員：4名（最大募集人員 8名） 

■添乗員（ツアーリーダー）：新千歳空港より同行します  

■食事：朝３回・昼０回・夕３回 
■利用予定航空会社 全日空、日本航空、スカイマーク、エアドゥ、FDA 

■利用予定宿泊施設 成就・西之川／白石旅館、玉屋旅館、旅館京屋 いの町／木の香、しらさ、木の根 

  松山／ドーミーイン、カンデオ、道後 hakuro、東雲亭、椿館、太和屋 または同等クラス 

登山・ハイキングの服装、装備、食事など 

◆ 使い慣れた登山装備をご用意下さい。特に足回りと雨具はしっかりしたものをご準備願います 

◆ 必要に応じてスパッツやウォーキングポール（ストック）等をご用意下さい（詳しくは出発前にご案内いたします） 

◆ 9月下旬の平均気温は、平地で13℃／25℃（最低／最高）、山間部では6／17程度です。天気によっては低温

やミゾレ等もありえますので、帽子や手袋、フリースセーターなどの防寒具は必ずご持参下さい 

◆ 新千歳空港発着にて、全行程添乗員が同行します。現地ハイキングガイドはつきません 

◆ 宿泊施設は、旅館、民宿、ホテル等を利用します（基本２～４名一室、二食付き） 

◆ 夕食と朝食は旅行代金に含まれており、宿泊施設にて提供されます 

◆ 昼食は各自でご負担いただきます。お店で購入して持参するか、或いは途中の施設でおとりいただきます 

◆ 現地事情や天候等の諸事情により、訪問地の順序入れ替え等行程を変更する場合があります 

◆ 原則として雨天でも歩きますが、危険が伴うような悪天候の場合、行程を短縮、或いは中止する場合があります 

◆ 紅葉の進み具合は自然現象であり、状況は年によって違いますのであらかじめご了承願います。 

 

 
 

ご参加の皆様へ＜旅行条件抜粋＞ 
お申し込みの際には、必ず旅行条件書をお受け取りください。旅行条件は、パンフレットの内容、条件によるほか、別途お渡しするご旅行条件書、最終日程表並びに当社募集型企画旅行約款によります。 

■募集型企画旅行契約 
この旅行は、株式会社ノマド（以下「当社」という）が企画募集し実施する企画旅行です。旅行に参加されるお客様は当社

と企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。 

■旅行のお申し込み及び契約成立時期 

旅行契約は当社らが契約の締結を承諾し申込金または旅行代金（お支払い対象旅行代金）を受理した時に成立します。

（通信契約の場合を除きます。） 

■お申込金（お一人様） 
●旅行代金が５０万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００，０００円以上旅行代金まで 

●旅行代金が３０万円以上５０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０，０００円以上旅行代金まで 

●旅行代金が１５万円以上３０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０，０００円以上旅行代金まで 

●旅行代金が１０万円以上１５万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０，０００円以上旅行代金まで 

●旅行代金が１０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の２０％以上旅行代金まで 

■取消料 
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下記の金額を取消料として申し受けます。（お一人様） 

旅行契約の解除期日 
4/27～5/6、7/20～8/31、 

12/20～1/7に開始する旅行 
左記以外の日に開始する旅行 

旅行開始日の前日から起算してさかの

ぼって４０日目にあたる日以降～３１日

目にあたる日まで 

旅行代金の１０％ 

（１０万円を上限） 
無料 

旅行開始日の前日から起算してさかの

ぼって３０日目にあたる日以降～１５日

目にあたる日まで 

旅行代金が５０万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０万円 

旅行代金が３０万円以上５０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５万円 

旅行代金が１５万円以上３０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３万円 

旅行代金が１０万円以上１５万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２万円 

旅行代金が１０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の２０％ 

旅行開始日の前日から起算してさかの

ぼって１４日目にあたる日以降～３日目

にあたる日まで 

旅行代金の２０％ 

旅行開始日の前々日～旅行開始日まで 旅行代金の５０％ 

旅行開始後または無連絡不参加の場合 旅行代金の１００％ 

■旅行代金のお支払い 
旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって２１日目にあたる日より前に（お申し込み間際の場合は当社ら

が指定する期日までに）お支払いください。 

■旅行代金に含まれるもの 
旅行日程に明示した★運送機関の運賃・料金（この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金（原価の水準の異常な

変動に対応するため、一定の期間および一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。以下同

様とします。）を含みません。★宿泊費★食事代旅行取扱料金および消費税等諸税、サービス料★お一人様につきスーツ

ケース等１個の受託手荷物運送代金。上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしませ

ん。 

■旅行代金に含まれないもの 
前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。★超過手荷物料金★運送機関の課す付加運賃・料

金★クリーニング代、電報電話料、追加飲食代、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付けその他個人的性質の諸費用とそ

れに伴う税・サービス料★注釈のない限り日本国内の空港使用料★旅行日程中の空港税、空港使用料等 

■特別補償 
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償

規程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激且つ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被

った一定の損害について、予め当社約款特別補償規程に定める金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。 

■旅行条件（抜粋）基準日  
この旅行条件は、2021年 7月 1日を基準としています。又、この旅行代金は、2021年 7月 1日現在の有効なものと

して公示されている運賃・規則、又は 2021年 7月 1日現在認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出してい

ます。 

■個人情報の取り扱いについて 
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていた

だくほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に

必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社らは、[1]当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、

キャンペーンのご案内[2]旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い[3]アンケートのお願い[4]特典サービスの提

供[5]統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。これらの事業者への個人データの

提供の停止を希望される場合は出発前までにお申し出下さい。 

■その他 
旅行代金は特に記載のない限りお一人様分を表示しています。また、こども代金は旅行開始日当日を基準に満 2歳以上

～12 歳未満の方に適用します。また、旅行の中途離団等、お客様の都合で旅行日程を変更する場合は、別途追加手数料

等をお支払いいただいた上で可能な限りご希望に沿うよう努力しますが、運送機関等の状況により不可能な場合があり

ます。また、「離団証明書」等の証明書類に署名、捺印等をいただく場合があります。 

◎海外危険情報・衛生情報について 

「外務省海外危険情報」は「海外安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp）」または、外務省海外安全情報

センター（TEL:03-5501-8162／受付時間：外務省閉庁時を除く 09:00～17:00）などでご確認いただけます。 

渡航先の衛生状況は「厚生労働省検疫感染症ホームページhttp://www.forth.go.jp」でご確認いただけます。 

■旅行企画・実施  http://hokkaido-nomad.co.jp 

株式会社ノマドツアーデスク  
〒060-0062 札幌市中央区南 2条西 6丁目 8一閤ビル 2階 

観光庁長官登録旅行業第 1668号 

総合旅行業務取扱管理者  早坂悟  

■お申し込み・お問い合せ  tour@hokkaido-nomad.co.jp 

TEL 011-251-1900 
FAX 011-261-1998    外務員氏名                      

 

※その他の発着についてはお問い合せ下さい 

●歩行レベル ★★（初～中級） 

http://www.forth.go.jp/
http://hokkaido-nomad.co.jp/
http://www.hokkaido-nomad.co.jp/
mailto:tour@hokkaido-nomad.co.jp

