
お弁当付 山岳ガイド
路線バスご予約は出発3日前まで

5名催行

お客様の行動が安全な車内環境作りにつながります。
ご協力おねがいします。

マスクを着用
しましょう

会話はなるべく
控えましょう

手指の消毒を
お願いします

マスクの着用・
健康管理 車両の清掃・消毒

お客様の安全・安心のための取り組みを行っています

降車の際は、バスが停止するまで、お席に座ってお待ちください。降車後には、手洗いをお願いします。

濃飛バスの感染症対策について

外気導入空調装置・
窓あけによる換気

◎旅行企画・実施 濃飛乗合自動車株式会社　
 　  岐阜県知事登録旅行業 第2-297号（一社）日本旅行業協会協力会員

〒506-0026 高山市花里町6-125　総合旅行業務取扱管理者　北平英明

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2020年6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。

●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）

2020年6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、おひとり様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。

•当プランは路線バス（一部専用バス）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。
•お申込みコースによっては、お申込みの際に生年月日、登山経験等をお伺いさせていただく場合が
ございます。予めご了承ください。

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

お客様ご自身が登山道で不意に転倒した場合でも、自己責任となってしまいます。万一に備え、難易
度にかかわらず「国内旅行傷害保険」に是非ご加入ください。

～旅行傷害保険加入のおすすめ（任意保険）～

初めての3,000ｍ峰でも
楽しく安全に登れるよう
にサポートします！
〈飛騨の森ガイド協会〉

熊崎　潤さん

乗鞍岳は日本の高山の中で
も数少ないライチョウが安定
して生息している山岳です。
是非一緒に乗鞍岳のライチョ
ウを観察しませんか？
〈環境省信越自然環境事務所
  生息地保護連携専門官〉

小林　篤さん

※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。

濃飛バスの定期観光バス

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

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予約センター

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。

ライチョウ研究者小林篤氏
とともに、大黒岳周辺を中
心に散策しながら、乗鞍に
生息する特別天然記念物
ライチョウの観察をお楽し
みいただきます。

乗鞍岳のバスターミナルは
標高2,702ｍ。富士山5合
目より高く、「バスで走れる
標高としては日本一」。
自分の体力や好みのスタイ
ルに合わせて、子供からシ
ニアまで幅広く大自然の醍
醐味を実感できるミール
クーポンの付いたお得なチ
ケットです。

※お帰りはお好きな便をご利用いただけます。※高山発着の
方は、ほおのき平で乗換となります。※マイカーご利用の方
は、ほおのき平にてご乗車ください。（駐車料無料）※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。※登山届が必要です。

※お帰りはお好きな便をご利用いただけます。※皆様にライチョウをご覧い
ただくため、事前調査を実施しておりますが、野生のため状況により姿をご
覧いただけない場合もございます。あらかじめご了承ください。（ライチョウ
が見られなかった場合はポストカードを進呈いたします。）

※往復ともにお好きな時間のバスにご
乗車いただけます。※ミールクーポン
は銀嶺荘又は乗鞍バスターミナルにて
ご利用いただけます。※このプランに
はガイドは同行しません。

・路線バス往復乗車券
・山岳ガイド料
・弁当代

セット
内容

御嶽山は、自然や絶景など魅力が
たくさんある山です。
2018年の豪雨災害により、登山
道は大きな被害を受けました。
みなさんで登山道を整備して、御
嶽山を一緒に守りましょう！
〈五の池小屋〉

市川 豊司さん

舞台は飛騨側から登る御嶽山。 ２０１８年の豪雨災害により 登山道が大
きな被害を受けた。 活火山でもある御嶽山の登山道は 避難路としても
重要な役割を担っている。そんな御嶽山を守りたいと願う仲間と 力を合
わせて石畳の道を作ろう！
今回は山と溪谷社の萩原編集長も参戦！飛騨からの登る御嶽山の魅力
に触れ山について楽しく語り合おう！

3つの人気観光地を
1日で巡る！

標高2,156ｍから望む
満天の星空をご覧ください。

奥飛騨温泉郷エリアをサイクリング！！おいしい空気、素晴らし
い大自然、風を感じて走ってみませんか？

※新型コロナウイルス感染症対策のため、寝具類（寝袋・マット等）を必ずご持参
ください。

※第2ロープウェイ運休の場合又は、乗鞍
スカイライン通行止めの場合は、バスも運
休致します。※8/9～8/16は、日本語ガイ
ドのみとなります。

※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、バスも運休致します。

※現地にて保証金1,000円をお預かり
いたします。保証金は利用時間内に返
却いただきますと返金いたします。※往
復ともに、お好きな時間のバスをご利用
いただけます。※このプランにはガイド
は同行しません。

・バス運賃 
・宿泊料（1泊2食付）
・お弁当1回、昼食1回
・ひめしゃがの湯入浴料
・山岳ガイド代 

セット
内容

・路線バス往復乗車券
・研究者ガイド代
・弁当代

セット
内容

利用バス会社：
南飛騨観光バス株式会社

・高山～新穂高2日間フリー乗車券
・レンタサイクル（1日間 9:00～16:00）
・お得なクーポンマガジン奥飛騨の達人 

セット内容

〈オプション〉新穂高ロープウェイ往復乗車券
大人2,000円 ※5/27～7/14は利用不可

昼食付
日本語ガイド 英語ガイド

定期観光バス
1名催行 ミールクーポン付

日本語ガイド
定期観光バス
1名催行

2020年8/17月～23日
2020年10/17土～21水・11/4水～8日

夏の便

秋の便

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
第2ロープウェイ
山頂で星空観賞

18：40
〜

20：40

17：40
〜

20：00

平湯温泉21：10 20：30

高山濃飛バスセンター22：10 21：30

・高山～ほおのき平～
 乗鞍山頂（畳平）往復乗車券
・ミールクーポン（1,000円分）

セット内容

乗鞍岳にちりばめられた謎を解き明かす、
ちびっ子から大人まで楽しめる探検ゲー
ム。乗鞍の自然に触れ合いながら、ワクワ
クする楽しい時間を過ごしてみませんか？

※乗鞍周辺は標高2,700mを越えるエ
リアです。防寒着、歩きやすい靴・服装、
雨具でのご参加ください。※「乗鞍岳
探検ゲーム」は岐阜大学地域科学部三
井研究所が実施する謎解きゲームで
す。※このコースには食事は含まれて
いません。※このプランにはガイドは
同行しません。

・高山～ほおのき平～乗鞍山頂
（畳平）往復乗車券
・乗鞍岳探検ゲーム（謎解きの書）

セット内容

標高2,702メートルの乗鞍岳畳平、日
本一高所で見られる星空観察会♪。
人工的な光のない場所で、降り注ぐよう
な満天の星空をご覧いただけます。

※荒天時及び乗鞍スカイライン通行止めの場合
は、ツアーを中止致します。※夜の乗鞍畳平は大
変冷え込みます。防寒着等をご準備ください。
※星空が気象状況によりご覧いただけない場合
は、屋内でのガイドによる星の説明会となります。

・オリジナル缶バッジ
・飛騨のトマトむら
100％トマトジュース

特典 ・バス運賃
・星空観察ガイド代

セット内容

プレミアムネイチャーツアー

ガイドと歩く!
飛騨の大自然

高山発
TAKAYAM

A

Nohi Bus

ハイキング・登山・トレッキング

（　　　　）

ライチョウ研究者と歩く 乗鞍岳 雷鳥ウォッチング＆高山植物観察

乗鞍ハイキングきっぷ

お弁当付 現地ガイド
路線バスご予約は出発3日前まで

5名催行

2020年8/16日・8/30日・9/20日

2020年8/12水・8/13木・9/12土

2020年6/20土～10/31土

ひょいと3,000ｍ！プロガイドと登る
パノラマ剣ヶ峰おてがる登山

御嶽山 登山道整備ツアー
～みんなで石畳の道を作ろう！～

奥飛騨ちゃりたび
北アルプス3大パノラマ
上高地・乗鞍・新穂高
1Day Tour

満天の星空へ！

新穂高ロープウェイと
星空観賞 2020

ＪＮ0010

JN0011

JN0016

JS0021

大人

小人（6-12）

旅行代金（おひとり様）
5,400円
3,200円

スポーツバイク※中学生以上

電動自転車※中学生以上

旅行代金（おひとり様）
4,300円
4,800円

大人

小人（6-12）

平湯・
ほおのき平
発着

10,000円
8,600円

大人

小人（6-12）
高山発着

12,000円
9,600円

旅行代金（おひとり様）

大人

小人（6-12）

平湯・
ほおのき平
発着

10,800円
9,600円

大人

小人（6-12）
高山発着

12,800円
10,600円

旅行代金（おひとり様）

大人

小人（6-12）
平湯発着

7,500円
5,900円

大人

小人（6-12）
高山発着

9,500円
6,900円

旅行代金（おひとり様）

大人

小人（6-12）
平湯発着

4,900円
3,800円

大人

小人（6-12）
高山発着

5,900円
4,300円

旅行代金（おひとり様）

朝1 昼2 夕1 山岳ガイド
専用バスご予約は出発7日前まで

15名催行

路線バス
ご予約は出発3日前まで
1名催行

2020年9/14月より１泊２日

2020年6/20土～10/25日までの毎日
2020年

7/23木～8/23日までの毎日

JO0016

下呂駅前7：00

豪雨災害被災箇所 登山道（石畳）の整備
※石の採取と設置

高山濃飛バスセンター（久々野駅乗換）8：05

五の池小屋到着 三ノ池周辺散策　※希望者のみ15：30

のぞき岩付近 昼食

夕食＆山と渓谷社 萩原編集長ミニ講演17：00

道の駅はなもも7:40～8:00

濁河温泉登山口 （事前説明、登山開始）9：30

五の池小屋 （小屋周辺にてご来光見学 ※希望者のみ 4:30頃）7：00

濁河温泉登山口10：10

ひめしゃがの湯（入浴＆炭酸泉湯豆腐のご昼食）12:00～13:30

コース 1日目

高山濃飛バスセンター8：40

雷鳥ウォッチング＆高山植物観察
～大黒岳の標高2,772ｍ～ ※約3時間 ※ツアー終了後 フリータイム

平湯温泉9：40

ほおのき平15：35着

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

9：55発

大黒岳登山口 ※ライチョウ研究者と合流10：38

ミールクーポン
路線バスご予約は出発日前日まで

１名催行

乗鞍に隠された謎を解き、侵略者から聖域を守れ！

2020 乗鞍岳探検ゲーム
2020年6/20土～10/25日
JN0018

大人

小人（6-12）

旅行代金（おひとり様）
4,900円
2,700円

路線バス
ご予約は出発日前日まで
１名催行

2020年 星降る
乗鞍畳平で星空観察会！

JN0017

大人

小人（3-12）

旅行代金（おひとり様）
5,000円
4,500円

添乗員

専用バス
ご予約は出発日前日まで
25名催行

大人

旅行代金（おひとり様）
29,800円

コース ２日目

下呂温泉14：10 高山濃飛バスセンター（小坂町乗換）１５：３１

高山濃飛バスセンター

村上バス停（新平湯温泉）

奥飛騨エリアをサイクリング！
※奥飛騨温泉郷観光協会窓口で受付

村上バス停（新平湯温泉）

高山濃飛バスセンター

山と渓谷社
萩原編集長と
登る！

・バス運賃・昼食・新穂高第2ロー
プウェイ往復利用料

セット内容

高山濃飛バスセンター8：00

9：00

乗鞍山頂（畳平）
標高2,702ｍ天空のお花畑を散策

平湯温泉

アルプス街道平湯（昼食）

平湯温泉（離団可）17：25

高山濃飛バスセンター18：25

約40分

新穂高ロープウェイ
標高2,156ｍの山頂展望台から見える360度の大パノラマ約80分

上高地（離団可）
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

・往復バス運賃・ロープウェイ往復乗
車券・1,000円分ミールクーポン

セット内容

〈旅行企画・実施・利用バス会社〉株式会社 丹生川観光

〈行程B〉 2020年7/27月・8/11火～14金
〈行程A〉 2020年9/19土～22火
・10/3土～4日

JR高山駅　西口

丹生川支所

ほおのき平

ほおのき平

丹生川支所

JR高山駅　西口

乗鞍畳平 星空観賞（約60分）
標高2,702ｍから見上げる幻想的星空

行程Ｂの場合、高山17：30発　22：20頃着
行程Ａの場合、高山17：00発　21：50頃着
※詳しくは、お問合せ下さい。

高山濃飛バスセンター7：00

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

平湯温泉7：40

ほおのき平15：35着

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

7：55発

乗鞍山頂・畳平 ※ガイドと合流8：40

環境省・一般社団法人日本エコ
ツーリズム協会

 第15回エコツーリズム大賞 優秀賞受賞！

※「奥飛騨ちゃりたび」は岐阜県中部山岳国立公園活性化推進協議会が支援する事業です。



野鳥のさえずりに耳を澄ませ
ば、足元では美しい花たちが
笑顔で迎えてくれる。
シャワーを浴びるような滝は
マイナスイオンがたっぷり。
ガイドと歩けば初めて気づく
こともたくさんあります。

崔　瑛順さん

本物の大自然を無理なくお手軽に
満喫できるコースです。
秘境大白川の原生林や青い湖、渓
谷、滝など見どころをめぐります。
高低差の少ない山道や園路を使っ
てめぐるので体力的に自信の無い
方でもご参加頂けます。
〈大白川原生林ハイキングガイド〉

西岡　弘恭さん

山頂から連なる景観を楽しみ、
健康的な気持ちで過ごす手軽
な日帰り登山です。手軽な山登
りでちょうど良い運動、良い景
色を体験してすっきりした気分
になりましょう。
〈三方岩岳トレッキングガイド〉

三原　ゆかりさんカエデやヤマウルシが縁を彩る
草紅葉の天生湿原、黄金色に輝
くブナ原生林は、長い冬の眠り
を前にした「森の宴」を感じさせ
てくれます。V字型に切れ込ん
だ深い渓谷を縫うように走るバ
ス、眼前に迫る鮮やかな紅葉を
車窓から眺めることができるの
も秋のバスツアーの魅力です。

〈天生の森ガイド〉岩佐 勝美さん

季節によって変化する
動植物の様子を地元
在住ガイドがご案内し
ます。
＜小坂の滝ガイド＞

皆越　真佐代さん

JR高山駅　西口10：40

古川駅前11：10

天生県立自然公園
自然案内人と歩く天生の森
【歩行時間約4時間】

古川駅前17：50

JR高山駅　西口18：20

12:20～
16:10

高山濃飛バスセンター6：00

五色ヶ原入山口6：39

五色ヶ原の森トレッキング
シラビソコース（約8時間）

五色ヶ原入山口16：40

高山濃飛バスセンター17：31

ＪＲ高山駅 西口8：00

白川郷8：50

三方岩岳駐車場 ※現地ガイドと合流

三方岩岳トレッキング

9：50

白川郷16：20

17：10

10：00～
15：00

2020年9/6日・9/13日・9/20日2020年6/20土～10/31土の毎日

2020年7/23木～8/23日

2020年6/20土～10/31土の毎日

2020年10/10土・10/11日・10/18日

2020年9/5土・9/21月㊗・10/4日

2020年8/30日・9/27日・10/17土

JO0013

JO0015

JO0014

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

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

※1日1組限定コースとなります。1組5名様以内でお申込み下さい。
※悪天候の場合、ツアーを中止することがございます。
※下呂駅前9:00発もできます。（同料金）

〈トレッキングレベル〉湿原散策コース
3～4時間の登山道を歩くことが出来る体
力が必要です。標高差約110～150m。

※トレッキングレベル：初級（小学生以上）
※頂上付近は岩石剥き出しの岩場になってい
るため十分注意して歩いてください。
※このコースには昼食は含まれていません。
各自お弁当をご用意ください。
※登山届が必要です。

雄大な乗鞍岳の裾野に広がる神秘的な
自然景観を専門ガイドとめぐります。

紅葉の名所として知られる天生の森は、草紅葉の高層
湿原が広がり、その緑をブナやカエデ、ナナカマドが鮮
やかに彩る美しい森。甘い香りを漂わせるカツラの巨
木やブナの原生林は訪れる者の五感を刺激し、深い感
動をもたらしてくれます。

登山口の県境・三方岩岳駐車場から登りはじめ、標高
1,736mの三方岩岳・飛騨岩山頂をめざします。
その名の通り、三方向に巨岩が立ち並ぶ山頂周辺は
眺望が抜群に良く、白山や北アルプスが見渡せるほ
か、白川郷・合掌集落を眼下に望む場所もあります。

乗鞍山麓の秘境
五色ヶ原の森トレッキング エメラルドグリーンの湖に漕ぎ出そう

白水湖ラフトボートクルーズ

自然案内人と歩く
天生の森 散策ツアー
～紅葉の高層湿原を歩こう～

標高1,736mの三方岩岳からのぞむ大パノラマ！
白山山系・三方岩岳トレッキング

白山国立公園大白川園地は、白山の麓に広がる大自
然を満喫できる場所。原生林の梢に輝く緑、地表を流
れる冷たい水、澄み切った空気は人々の疲れた身体と
心をほぐし、癒してくれます。

森に囲まれた湖を手漕ぎボートで探検します。ボートに空気を
注入するところから、乗員一丸となっての漕艇、パドル一本で
の操舵まで、探検家気分を満喫いただけます。途中、湖によっ
て隔てられた秘境の谷に上陸、探検するほか、最後に幻の天然
温泉につかることもできます。

白山国立公園 大白川園地
原生林ハイキングで森林浴！

～ガイドと一緒にハイキングへ出かけよう！～

のんびりハイキングレギュラーコース

小坂の滝めぐり

がんだてと三ツ滝を楽しむ小坂の滝めぐり入門編ガイドツアー

のんびりハイキングショートコース

五色ヶ原の森
久手御越滝コース

五色ヶ原の森トレッキング

JN0012

ＪＮ0014

ＪＮ0015

五色ヶ原の森
布引滝コース

・路線バス往復乗車券
・布引滝ガイドツアー

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

セット内容

・バス運賃・現地ガイド料
セット内容

※トレッキングレベル：初級（小学生以上）
※雨量規制があるため、荒天時の場合ツアーを中止致します。

・バス運賃・昼食代
・現地ガイド料

セット内容

・バス運賃・昼食代
・ラフトボートクルーズ
・入浴料・現地ガイド料
・ウォーターシューズレンタル

セット内容

・バス運賃・弁当代
・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
・のんびりハイキングガイドツアー
・環境維持協力金
・昼食弁当代・ひめしゃがの湯入浴料

セット内容

・路線バス往復乗車券
・五色ヶ原の森ガイドツアー
・昼食弁当

セット内容

・路線バス 往復乗車券
・のんびりハイキング
  ガイドツアー（ショート）
・環境維持協力金
・昼食弁当代
・ひめしゃがの湯入浴料

セット内容

ＪＲ高山駅 西口

白山北縦走路で標高1,736m 飛騨岩山頂へ
【歩行時間：約5時間・約4.5㎞・高低差約280ｍ】

ＪＲ高山駅 西口9：30

白川郷10：20

大白川園地 昼食・原生林ハイキング

11：05

白川郷

平瀬温泉

16：15

17：25

12：00～
15：00

ＪＲ高山駅 西口

【歩行時間：約2時間30分・約3㎞・高低差約70ｍ】

昼食付
現地ガイド 専用バス

ご予約は出発7日前まで
6名催行

昼食付
現地ガイド 専用バス

ご予約は出発7日前まで
6名催行

平瀬温泉15：50

ＪＲ高山駅 西口9：45

白川郷10：35

白山レイクサイドロッジ
※オリジナルカレーライスのご昼食

11：20

白川郷

平瀬温泉

17：35

18：45

12：10

ＪＲ高山駅 西口

平瀬温泉17：10

白山レイクサイドロッジ※幻の天然温泉入浴

白水湖ラフトボートクルーズ
※森に囲まれた、エメラルドグリーンの湖を手漕ぎ
ボートで探検します。

昼食弁当付
現地ガイド 専用バス

ご予約は出発7日前まで
8名催行EF0012

JO0011

JO0012

大人

小人（6-12）

14,900円
11,600円

大人

小人（6-12）

9,300円
6,000円

旅行代金（おひとり様）
大人

小人（6-12）
2名様
利用時

9,200円
7,000円

大人

小人（6-12）

3名様以上
利用時

6,700円
4,500円

旅行代金（おひとり様）

御嶽山から流れ出た溶岩流からなる溶岩台地。その上に広
がる森には小坂の自然や歴史の“物語”がぎっしりつまって
います。「3つの滝をめぐるレギュラーコース」と「お時間の
ない方、ちょこっと立ち寄りの方へのショートコース」の2つ
のガイドツアーからお選びいただけます。

高山濃飛バスセンター9：05

小坂町バス停9：50

のんびりハイキングレギュラーコース
（がんだて公園・三ツ滝・ランチタイム・あかがねとよ
・からたに滝・を楽しみいただきます）

小坂町バス停16：38

ひめしゃがの湯（入浴）15:20～
16:10

高山濃飛バスセンター17：31

10:00～
15:00

高山濃飛バスセンター9：05

小坂町バス停9：50

のんびりハイキングショートコース
（がんだて公園・三ツ滝・ランチタイムを楽しみいただきます）

小坂町バス停14：38

ひめしゃがの湯（入浴）13:20～
14:20

高山濃飛バスセンター15：31

10:00～
13:00

2020年10/1木～11/29日
毎週水曜日及びひめしゃがの湯休館日

昼食弁当付
現地ガイド 路線バス

ご予約は出発5日前まで
2名催行

乗員一丸となっての漕艇、
パドル一本での操舵まで、
探検家気分を満喫いただ
けます。
〈白水湖ラフトボートガイド〉

旭　祐貴さん

現地ガイド 専用バス
ご予約は出発7日前まで
6名催行

●白川郷発着 1,000円引き（大人・小人とも）
※1組3名様以上でお申込み下さい。

●対象は3歳以上。また、10歳未満の参加者は保護者の同伴が必要です。

・水に濡れてもよい服装＆着替え（水に濡れても動きやすい素材で、肌の露出を控えた服装）
・タオル（汗や濡れた手足を拭くことのできるもの）・帽子、水筒（熱中症対策）
・レインウエアまたはポンチョ・防寒着※膝下までは必ず濡れます。

●雨天でも催行いたしますが、強風、大雨、落雷等の気象条件やフィールドなどの状況により、
プログラムの内容を一部変更、または中止する場合がございます。

持
ち
物

2名様
利用時

3名様以上
利用時

●白川郷発着 1,000円引き（大人・小人とも）

●白川郷発着 1,000円引き（大人・小人とも）

大人

小人（6-12）
旅行代金
（おひとり様）

7,600円
6,900円

大人

中高生

小人（6-12）

旅行代金
（おひとり様）

12,000円
8,300円
7,000円

大人

小人（6-12）
旅行代金
（おひとり様）

5,600円
4,900円

大人

小人（6-12）
旅行代金
（おひとり様）

8,800円
7,800円

大人

小人（6-12）
旅行代金
（おひとり様）

11,800円
10,800円

大人

小人（6-12）
旅行代金
（おひとり様）

12,800円
11,800円

現地ガイド 路線バス
ご予約は出発7日前まで
2名催行

現地ガイド 路線バス
ご予約は出発7日前まで

2名催行
昼食弁当付

現地ガイド 路線バス
ご予約は出発７日前まで
2名催行

※10歳未満のお客様はご参加いただけません。

※シラビソコース（約7.3km・8時間）

高山濃飛バスセンター7：40

五色ヶ原入山口8：24

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

五色ヶ原入山口12：40

高山濃飛バスセンター13：31

高山濃飛バスセンター 7:40
11:40

五色ヶ原入山口※案内センターにて受付8:24
12:24

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

五色ヶ原入山口12:40
16:40

高山濃飛バスセンター13:31
17:31

大人

小人（3-12）
旅行代金
（おひとり様）

14,800円
13,600円

1日2組限定

1日1組（5名様以内）限定

1日1組（5名様以内）限定

環境省・一般社団法人日本エコ
ツーリズム協会

 第14回エコツーリズム大賞 大賞受賞！


