
◎旅行企画・実施 濃飛乗合自動車株式会社　
 　 号（一社）日本旅行業協会協力会員792-2第 業行旅録登事知県阜岐

〒506-0026 高山市花里町6-125　総合旅行業務取扱管理者 長瀬陽子

10日～8日前まで

旅行開始日の7日～2日前まで

旅行開始日の前日

無料

旅行代金の30％

旅行代金の40％

旅行代金の50％

旅行代金の
100％

旅行当日

無連絡不参加及び
旅行当日 
旅行開始後の解除　　　

■キャンセル料について【お申し込みのご案内】
この旅行は濃飛乗合自動車株式会社（以下「当社」といいます）が旅行企画・実施するものであり、旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約（以
下「旅行契約といいます」）を締結することになります。旅行契約の内容・条件は、ホームページ、パンフレット、別途お渡しする旅行条件書、出発前にお渡しする
確定書面（最終旅行日程表）及び当社旅行業約款募集型企画旅行の部によります。
◆旅行のお申し込みは所定の申込書にご記入の上、申込金を添えてお申し込み下さい。当社が契約の締結を承諾し、申込金を受理したときに契約が成立しま
す。「通信契約」をご希望のお客様との旅行条件は、濃飛バスホームページをご覧下さい。
◆旅行代金に含まれるもの/旅行日程に明示した交通費、観光料金及び消費税等諸税が含まれております。
◆旅行条件・旅行代金の基準/この旅行代金は2019年５月１日現在の有効な運賃・料金を基準としております。
◆詳しい旅行条件を説明した書面をお渡ししますので、事前にご確認の上お申し込み下さい。
◆当プランは一部のコースを除き、路線バスを利用したコースです。記載のない限り添乗員やガイドは同行いたしません。ご旅行に必要な旅程をお渡ししますの
で、旅行中の手続きはお客様ご自身で行ってください。

Tel:0577-33-0131Tel:0577-33-0131ご予約・お問合せ
●ご予約はWEBで  
www.nouhibus.co.jp

●ご予約はWEBで

www.nouhibus.co.jpTel:0577-33-0131Tel:0577-33-0131ご予約・お問合せ
  （9:00～18:00） （9:00～18:00）

2019年4月▶11月

［定期観光商品の払戻について］
お客様の都合による払戻しは、お一人様２日前まで100円、前日・当日出発前までは200円の払戻し手数料を申し受けます。
出発以降の変更・払戻はできませんのでご了承ください。

―  プレミアムネイチャーツアー  ―

《 ハイキング・登山・トレッキング 》

ガイドと歩く!

※ご乗車日の3ヶ月前より予約を承ります。※詳細は専用パンフレットをご覧ください。

コラボピンバッジ企画
「岐阜旅STYLE」の公式アカウントをフォロー！
乗鞍・新穂高を訪れた方に
YAMAP限定ピンバッジをプレゼント

参加条件

×濃飛バス ×新穂高ロープウェイ

※なくなり次第終了となります。

•当プランは路線バスを利用したコースです。記載のない限り添乗員やガイドは同行いた
しません。専門ガイドは現地での合流となります。
•悪天候等の理由により、ツアーを中止する場合がございます。また、当日の状況により記
載のコース内容を変更する場合がございます。予めご了承ください。

•ツアー開始後の悪天候による中止の場合は払い戻しはございません。
•山岳地は天気が変わりやすく予報に反して急に雨が降ることがございます。また、真夏で
も気温が低くなる場合がございますので、必ず防寒着、雨具をご持参ください。
•ツアー参加中はお客様の安全、周辺の環境保全のため、ガイドの指示に従ってください。

登山・トレッキングの服装・持ち物
□歩きなれたスニーカーまたはトレッキング
　シューズ
□長袖・長ズボン（動きやすいもの）
□防寒着、雨具（レインウエア※傘は使用できません）
□リュックサック（お弁当が入る大きさのもの）
□帽子、手袋、サングラス、日焼け止め、タオル等
□飲料水 □チョコレートなどの非常食

ツアー参加にあたっての注意事項

2019年7/13土・28日・8/10土・18日・9/29日

お弁当付
ご予約は出発3日前まで
5名催行

※7日前までに予約がない場合は催行中止となります。　

登山初心者でも安心！山岳ガイドと
一緒にゆっくり楽しく乗鞍岳の主峰
「剣ヶ峰」を目指します。
英語が話せるガイドが同行！外国人
のお客様もウェルカムです。

※マイカーご利用の方は、ほおのき平にてご乗車ください。（駐
車料金無料）※服装・持ち物については裏面をご参照ください。

大人

小人（6-12）

平湯・
ほおのき平
発着

料金
10,000円
8,600円

大人

小人（6-12）
高山発着

12,000円
9,600円 ◆路線バス往復乗車券

◆剣ヶ峰山岳ガイド ◆昼食弁当　

※乗鞍は標高2,700ｍを超える山岳地
帯です。高山病を防ぐため、山頂ではゆっ
くりと歩いてください。

セット内容

※お帰りは上記以外の便もご利用いただけます。
※高山発着の方はほおのき平で乗換えとなります。

濃飛バスの定期観光バス絶景スポットへLet’s Go!! バスガイドが
ご案内します。

上高地・乗鞍・新穂高 1Day Tour
“3つの人気観光地を1日で巡る！”

満天の星空へ!
新穂高ロープウェイと星空観賞

定期観光バスの
ご予約・お問合せ

TEL.0577-32-1688（9：00～18：00） Web:www.nouhibus.co.jp

セット内容
◆バス座席◆昼食◆新穂高第2ロープウェイ

2019年7/26金～30火、
8/1木～5月、21水～25日

2019年10/23水～27日

夏の便

秋の便

大人

小人（6-12）
平湯発着

料
金 4,900円

3,800円

大人

小人（6-12）
高山発着

5,900円
4,300円

大人

小人（6-12）
平湯・新穂高発
高山着

料
金 8,300円

6,300円

大人

小人（6-12）
高山発着

9,300円
6,800円

※第2ロープウェイ運休の場合は、ツアーを中止します。
※乗鞍スカイライン通行止めの場合は、飛騨大鍾乳洞の
見学となります。

2019年7/13土～8/25日までの毎日

北アルプス3大パノラマ

行程

高山濃飛バスセンター8：00

9：00 平湯温泉

高山濃飛バスセンター

ヤ マ ッ プ

乗鞍スカイライン

新穂高ロープウェイ

18：10

標高2,156ｍからの山頂展望台から眺め
る360度の大パノラマ

アルプス街道平湯（昼食）

行程夏の便 秋の便

高山濃飛バスセンター17：10 16：10

平湯温泉18：10 17：10

新穂高ロープウェイ
星空観賞

18：40
〜

20：40

17：40
〜

20：20

平湯温泉21：10 20：50

高山濃飛バスセンター22：10 21：50

※標高が高く、天候により気温が低くなり
ますので、防寒対策をしてお楽しみくだ
さい。（山頂は真夏でも10度前後です）
※ロープウェイ運休の場合は、ツアーを中
止します。

セット内容
◆バス座席
◆新穂高第２ロープウェイ
◆1,000円分ミールクーポン

昼食付

約60分

上高地
日本屈指の山岳リゾート

マイナスイオンたっぷりの大自然を満喫

約120分

乗鞍山頂（畳平）
標高 2,702m天空のお花畑を散策

約30分

日本一の高所を
バスで走る抜ける

ミール
クーポン付

予約センター

限定
700個

限定
300個

配布箇所
乗鞍バスターミナル内

きっぷ売場
（9：00～16：00）

配布箇所
新穂高ロープウェイ
ビジターセンター

（ロープウェイ運行時間内）
※夜間運行時は除く

ひょいと3,000m! プロガイドと登る

超絶パノラマ 剣ヶ峰おてがる登山
JN0010

高山発
TAKAYAM

A

Nohi Bus

スケジュール

出発日

飛騨の大自然

お花畑

不消ヶ池
きえずがいけ

2019年7/6スタート登山者向け地図アプリ

YAMAPのアプリをダウンロード、岐阜県公式アカウント
のフォローし、指定場所での受けとりができる方。

スタート地点から目指す剣ヶ峰
（3,026ｍ）へは高低差わずか
300ｍ。はじめての3,000m
峰は、安心なガイドツアーで楽
しく行きましょう。

〈飛騨の森ガイド協会〉
熊崎 潤さん

けんがみね

―中部山岳国立公園―

高山濃飛バスセンター7：00

360°のビッグパノラマ ～剣ヶ峰の標高3,026m～
乗鞍岳最高峰「剣ケ峰」［歩行時間：約4時間］

平湯温泉7：40

ほおのき平15：35着/15：46発

乗鞍山頂・畳平14：50

高山濃飛バスセンター16：31 平湯温泉15：50

ほおのき平

乗鞍スカイライン

乗鞍スカイライン

7：43着/7：55発

乗鞍山頂・畳平 ※ガイドと合流8：40

雲上の絶景ドライブ

高山植物が咲きほこる
お花畑を散策！

外国人の
お友達を誘って参加
しませんか？

一年中
雪が消えない
神秘的な池



馬籠宿馬籠宿 妻籠宿妻籠宿

中山道中山道

布引滝（布引滝コース）布引滝（布引滝コース）

※毎週水曜日及びひめしゃがの湯休館日を除く
紅葉の秋も
運行予定

Bコース参加の方に
天生オリジナルさるぼぼ

プレゼント！

大迫力の厳立（がんだて）と
マイナスイオンたっぷりの三つ滝、
絶景の中での野点（抹茶）など、

魅力がぎゅっと詰まった
ガイドツアーです。

高山から日帰りで馬籠・妻籠の宿場町め
ぐりをお楽しみください。
歴史を感じさせる石畳の道や、峠の茶
屋、美しい農村風景など素朴な自然の中
を歩いてみませんか？

登山口を出発し、樹林帯を抜け、
標高2,452m西穂丸山山頂を目指します。
森林限界を抜けると、そこには見渡す限りの北アルプスの絶景が・・・
山頂で360度の大パノラマと登頂の達成感を味わってみませんか。

2019年 7/13土・14日・15月㊗・20土・28日

2019年 7/21日・27土

ご予約は前日の12時まで2名催行
※3日前までに予約がない場合は催行中止となります。　

自然豊かな五色ヶ原の森を歩き、郷土の歴史
や動植物を観察しながら壮大な滝までを散
策します。整備された登山道を歩くので登山
初心者の方でも気軽にご参加いただけます。

高山植物が咲き誇る高層湿原やブナの原生林を
天生の森を知り尽くした＂自然案内人＂が
楽しくご案内します！

ご予約は出発7日前まで
2名催行

※このコースには昼食は含まれていませ
ん。ハイキングをされる方はお弁当を持
参いただく事をおすすめします。

日曜・祝日
限定コース

2019年 4/21日～11/24日までの毎日
大人

小人（6-12）

料金
6,000円
3,500円

2019年7/27土・8/9金・9/8日・10/5土
料金

大人

大人

高山発着
平湯発着

13,800円
11,800円

お弁当付
ご予約は出発3日前まで
5名催行

※7日前までに予約がない場合は催行中止となります。　

ご予約は出発日前日の12時まで1名催行
※ガイドは同行しません

昼食付き
ご予約は出発2日前まで
2名催行

※下呂発着コースもお選びいただけます。

2019年 4/1月～11/30土までの毎日

山岳ガイドと登る 西穂丸山

岐阜の宝もの

小坂の滝ガイドツアー

中山道SAMURAI Road ウォーク
JM0001

◆路線バス往復乗車券
◆新穂高ロープウェイ乗車券
◆西穂丸山山岳ガイド 
◆昼食弁当

セット内容

◆路線バス往復乗車券
◆小坂の滝めぐりガイド料 ◆昼食
◆環境維持協力金（300円）　

セット内容

はじめての北アルプス

昨年の豪雨災害で一度
はダメージを受けた三ツ
滝遊歩道がリニューアル
して歩きやすくなりまし
た。ガイドツアーならでは
のお楽しみをご用意して
てお待ちしています。
〈小坂の滝ガイド〉

米野 孝斎さん

７月は森の命が最も生き生きと輝
く季節。美しい夏の花が咲く湿原
と緑あふれるブナの原生林を、森
の案内人と歩いてみませんか。

〈天生の森ガイド〉岩佐 勝美さん

神秘の森を気軽に楽しんでいた
だくための、ショートツアーを企
画しました！絶景“布引滝”をはじ
め、森の声を聴きながらゆっくり
歩きましょう！

〈五色ヶ原の森ガイド〉渡邉 慶彦さん

中山道（馬籠・妻籠）
馬籠・妻籠は京都と江戸を結ぶ街道、中山
道の宿場町で、いまでも江戸時代の面影
を色濃く残す美しい町並みが見られます。◆高山～妻籠・馬籠間往復乗車券

セット内容

安全のため、中学生以上で70歳未満の登山経験
のある方（登山中級レベル）※小学生以下のお子
様はご参加いただけません。

参加
条件

※馬籠・妻籠間はバスでの移動も可能です。

ニッコウキスゲニッコウキスゲ

ササユリササユリ

◆往復バス運賃 ◆飛騨の森弁
◆自然案内人ガイド料
◆森林環境整備推進協力金

セット内容

◆路線バス往復乗車券
◆久手御越滝ガイドツアー代

※このコースには昼食は含まれていません。お食事はバ
スの出発前にお済ませいただくことをおすすめします。

セット
内容

◆路線バス往復乗車券
◆布引滝ガイドツアー代

※このコースには昼食は含まれていません。必要に応
じ、各自お弁当をご用意ください。

セット
内容

天生高層湿原とブナ原生林ハイキングAコース
EF0012

籾糠山トレッキングBコース
EF0013

五色ヶ原の森ハイキング
乗鞍山麓の秘境
ごご がが はらはらしきしき

五色ヶ原の森 久手御越滝コース
JN0015 く て だきこしみ

五色ヶ原の森 布引滝コース
JN0014

久手御越滝コース久手御越滝コース

横手橋横手橋

久手御越滝久手御越滝

ブナ原生林ブナ原生林

籾糠山からの眺め籾糠山からの眺め

だきびきぬの

天生の森散策ツアー夏の
自然案内人と行く！

～太古の森と花に出会う～

あもう

西穂丸山は北アルプス登
山の入門編！私たちと一緒
に穂高稜線まで行ってみ
ませんか！

〈西穂丸山ガイド〉
桐山 公宏さん※西穂丸山は標高2,400mを超える山岳地帯です。高山病を防ぐため、山頂ではゆっくりと歩いてください。

※ロープウェイ運休の場合はツアーを中止します。

登山・トレッキングの際の服装・持ち物については裏面をご参照ください。
※10歳未満のお子様はご参加いただけません。

約7.3㎞を歩くロングコースもございます。
詳細はお問い合わせください。

―中部山岳国立公園―

H30環境省エコツーリズム大賞受賞！

JO0003

―中部山岳国立公園―
JS0017

大人

小人（6-12）
料金

8,000円
7,000円

高山濃飛バスセンター10：40

飛騨古川駅前11：10

天生の森散策
[歩行時間：約4時間]

飛騨古川駅前17：50

高山濃飛バスセンター18：20

　　　　 2019年

6/2日～10/27日の日曜・祝日のみ開催

大人

小人（6-12）
料金

7,600円
6,900円

大人

小人（6-12）
料金

5,600円
4,900円

高山濃飛バスセンター7：40

五色ヶ原入山口※案内センターにて受付

送迎車で移動（約30分）

送迎車で移動（約30分）

8：24

五色ヶ原入山口12：40

高山濃飛バスセンター13：31

大人

小人（10-12）
料金

9,300円
8,300円

高山濃飛バスセンター8：00

飛騨古川駅前8：30

籾糠山登山
[歩行時間：約6時間]

飛騨古川駅前17：50

高山濃飛バスセンター18：20

大人

小人（6-12）
料金

5,500円
2,750円

高山濃飛バスセンター8：10

馬籠宿散策10：55～12：45

★馬籠・妻籠 中山道ウォーク
［約8.5㎞・3時間］

妻籠宿散策13：10～15：00

高山濃飛バスセンター18：00

高山濃飛バスセンター7：00

平湯温泉8：00

新穂高ロープウェイ ※ガイドと合流8：45

北アルプスの絶景を堪能！
～西穂丸山の標高 2,452m～

西穂高岳「西穂丸山」 [歩行時間：約4時間]

平湯温泉17：30

新穂高ロープウェイ16：55

高山濃飛バスセンター18：31

高山濃飛バスセンター9：05

小坂町（乗換）9：50/10：22

ひめしゃがの湯 ※ガイドと合流10：34

小坂の滝ガイドツアー [歩行時間：約2.5時間]

小坂町（乗換）14：25/14：38

ひめしゃがの湯14：12

高山濃飛バスセンター15：31

布引滝ガイドツアー［歩行時間：約2時間
・約2㎞］ （出合い小屋～雌池～布引滝）

高山濃飛バスセンター11：40

五色ヶ原入山口※案内センターにて受付12：24

五色ヶ原入山口16：40

高山濃飛バスセンター17：31

久手御越滝ガイドツアー［歩行時間：約3時間
・約3.4㎞］ （案内センター～久手御越滝）

※下呂発着コースもお選びいただけます。

スケジュール

スケジュール

スケジュール

出発日

出発日

出発日

スケジュール

スケジュール

スケジュール

出発日

出発日

出発日

スケジュール

バスで移動

12：20～16：30

9：40～16：30

昼食付

飛騨の森弁
イメージ

飛騨の森弁
イメージ

標高2,156m地点にある
登山口までは

新穂高ロープウェイで
一気に上がります！


