
ＪＴＯ 高尾山系登山旅２０２２  
１０月５日(水)～１０日(月･祝)   

南高尾･石老山･陣馬山･夕焼け小焼け･八王子城･高尾山 ６日間 １００ｋｍ 

 

１日目 南高尾～小仏 １８.２ｋｍ ７ｈ４５ｍ 
高尾駅～初沢金毘羅神社～草戸山～うかい竹亭～西山峠～南高尾展望台～大垂水峠～小仏城山～東海自然道～千木良～五本松 

 



前泊推奨 旅館きくや ＴＯＵＭＡＩ   

  
朝食推奨 ルパ モスバーガー 補給：ファミリーマート高尾浅川 ウエストパン 

  

ＡＭ ７時半発 高尾駅南口：ベーカリールパ前集合・出発 

初沢金毘羅神社 四辻 草戸峠 草戸山 三沢峠 うかい竹亭 ８.２ｋｍ ３ｈ２０ｍ 

草戸山・三沢峠をショートカット可能(―３.５ｋｍ) 

 
昼食 １１時～１２時 うかい竹亭 懐石料理 

 
うかい鳥山 ごん助 山の神 天城 ※うかい竹亭が利用できない場合の別推奨候補です。 

 

ＰＭ 入沢川 西山峠 南高尾展望台 大垂水峠 小仏城山 東海自然道 千木良善勝寺 

 １０.０ｋｍ ４ｈ  

小仏城山 東海自然道をショートカット可能(―０.３ｋｍ 一般道歩行) 

 
 



指定推奨宿泊 五本松旅館 〒252-0174 神奈川県相模原市緑区千木良１３５２ 電話： 042-685-1370 夕食：旅館御膳料理 

 

 

２日目 嵐山～石老山 １３.６ｋｍ ８ｈ 
底沢～孫山～小原宿～弁天橋～嵐山～鼠坂～大明神展望台～石老山～高塚山～顕境寺～うるり温泉 

 
ＡＭ 五本松旅館朝食 ８時発 小原宿 孫山 寿堂  弁天橋 嵐山 産霊宮水上神神社 鼠坂  

６.１ｋｍ ４ｈ 嵐山・相模湖横断船でショートカット可能･相模湖駅昼食(―４.５ｋｍ) 

 



 
昼食 鼠坂 ＫＡＲＩＮ(和定食) Café COCCO(イタリアン)  

  
相模湖駅周辺 カフェドヴィヴィエ(イタリアン)  幸楽苑(台湾)  浜陣(蕎麦)  かどや食堂(和洋定食) 

 

ＰＭ 大明神展望台 石老山 桜山展望台 顕境寺 ７.５ｋｍ ４ｈ 

 石老山をショートカット可能(―２.２ｋｍ) 顕鏡寺から一般道歩行可能 

 
プレジャーフォレストうるり温泉入浴 

 
夕食 うるり食事処 寄鍋･宴会御膳  ＫＡＲＩＮ ジビエ鍋 

  
指定推奨宿泊「Lake＆Forest Flower Villa Hotel」０４２６－８２－０８９１ 〒252-0176 神奈川県相模原市緑区寸沢嵐 3344-7 

 



３日目 孫山～陣馬山 １５.８ｋｍ ７ｈ５０ｍ 
相模湖縦断船～相模湖駅～与瀬神社～明王峠～陣馬山頂～堂所山～夕焼け分岐～夕焼け小焼けふれあいの里 宮尾神社 

 
早朝 ７時発 相模湖縦断船 やまぐちボート 乗船 嵐山下～相模湖駅下 

朝食 ７時半 喫茶「SAGAMI」 補給購入セブンイレブン相模湖店：補給･４日目の朝食を事前購入 

 

ＡＭ ７時発 相模湖駅 相模湖展望台 与瀬神社 明王峠 陣馬山頂 ７.４ｋｍ ４ｈ 

 ホテルから相模湖駅までバスでショートカット可能(―１.０ｋｍ) 

 
昼食 １２時～１３時 陣馬山頂うどん 辻野養魚場魚  

  



ＰＭ 陣馬山頂 堂所山 夕焼け分岐  

夕焼け小焼けふれあいの里 宮尾神社夕焼け小焼けの歌碑 ８.４ｋｍ ４ｈ 

陣馬山頂から和田峠経由でショートカット可能(―２.０ｋｍ) 

 
指定推奨宿泊 夕食 おおるりの家 うどんすき鍋 〒192-0156 東京都八王子市上恩方町２０３０ 042-652-3072 

 

 

４日目 夕焼け小焼け～多摩森林科学園 １７.７ｋｍ ８ｈ 
夕焼け小焼け～夕焼分岐～板当峠～小下沢～木下沢梅林～日影～裏高尾～摺差～高尾駅～高尾天神社～初沢城～多摩森林科学園  

 



ＡＭ ７時発 夕焼け小焼け 夕焼け分岐 板当峠 小下沢 木下沢梅林 日影 摺差 

 蛇滝口 駒木野庭園 ７.６ｋｍ ４ｈ１５ｍ  

日影から高尾駅まで路線バスでショートカット可能(―３.７ｋｍ) 

 

昼食 蛇滝口～高尾駅 山籟 高尾駅周辺  

蛇滝口：山籟(ジビエ：要予約) 

 
高尾駅周辺 昼食推奨 高尾駅周辺 藤田(うなぎ) 泰朋(うなぎ) 多花美(ハンバーグ)  高尾新屋鮨(寿司) 

 
ダイコクヤ(洋食) 西海(ラーメン) プクプク(イタリアン＆フレンチ） ムナル(インドカレー) 

 
龍縁(中華) さくら亭(お好み焼き) たまの里(和食)  煉瓦屋(とんかつ) 

 
てまりや(海鮮･豚) 八兆(そば定食) いまここｃａｆｅ杜丸(カレー) 萬盛堂・有喜堂(だんご･甘味) 

 

ＰＭ  高尾天神社 初沢城 多摩森林科学園 補給：一言堂 １０.１ｋｍ ３ｈ４５ｍ 

 多摩森林科学園･霊園前～高尾の森わくわくビレッジを路線バスでショートカット可能(―４.０ｋｍ) 



 
指定推奨宿泊 高尾の森わくわくビレッジ  〒193-0821 東京都八王子市川町５５ 電話： 042-652-0911 

 
夕食 八王子焼肉１０１ ※高尾の森わくわくビレッジ･グリーンタウン高尾から桑の葉バス停まで路線バス３０分毎に運行 

 

５日目 八王子城 １５.０ｋｍ ８ｈ５０ｍ 
八幡神社 宮の前バス停 高速道路側道 奥高尾神明神社 駒木野登山道 城山林道 御主殿の滝 御主殿跡 太鼓曲輪林道尾

根 ガイダンス施設 八王子城展望台 八王子城 八王子神社 富士見台 摺差 蛇滝口 蛇滝 琵琶滝 

 



朝食 宮の前：山田うどん 高尾駅：一言堂 ６時半：高尾の森わくわくビレッジ･グリーンタウン高尾バス乗車 ３ｋｍ 

※高尾の森わくわくビレッジ･グリーンタウン高尾から宮の前バス停・高尾駅まで路線バス１５分～２０分毎に運行。 

  

ＡＭ ７時半出発 八幡神社 宮の前バス停 太鼓曲輪林道尾根 駒木野登山道 荒井 

城山林道 御主殿の滝 御主殿跡 ７.１ｋｍ ３ｈ５０ｍ 

 城山林道をショートカット可能(―１.５ｋｍ) 

 

 

昼食推奨 八王子城 繪・庭・茶 cafe 海の塔 美し郷  高尾街道 江戸八寿司 つけ麺福龍 

 

ＰＭ ガイダンス施設 八王子城展望台 八王子城 八王子神社 富士見台 摺差  

蛇滝口 蛇滝 琵琶滝 ７.９ｋｍ ５ｈ 

 蛇滝口 蛇滝 琵琶滝をショートカット可能(―２.０ｋｍ) 

 

 
 

 

https://ameblo.jp/kyounreport/image-12690475318-14982663513.html


指定推奨宿泊 高尾山口タカオネ 〒193-0844 東京都八王子市高尾町２２６４ 電話：042-662-3955 入浴：極楽湯温泉  

  
夕食 極楽湯食事処：寄せ鍋＆高尾山料理 タカオネ：イタリアンコース＆焚火体験 

  

６日目 景信山～高尾山 １４.１ｋｍ ８ｈ 
小仏バス停 景信山 小仏峠 小仏城山 薬王院  

護摩焚き研修 猿園・野草園 ４号路 高尾山頂 稲荷山 高尾山口 極楽湯入浴解散 

 

ＡＭ ７時４５分発 バス移動：駒木野病院前(８時１５分発)～小仏バス停(８時３３分着)  

小仏バス停 景信山 小仏峠 小仏城山 ２号研究炉路 薬王院 ７.６ｋｍ ４ｈ 

 景信山をショートカット可能(―２.０ｋｍ) 小名路から小仏までバス移動 

 



 

昼食 高尾山薬王院奥院 精進料理 蕎麦 ※精進料理(高尾膳･天狗膳は要事前予約) 

 
高尾山展望レストラン  

 
高尾山スミカ 

 

ＰＭ 薬王院護摩焚き研修 猿園・野草園 琵琶滝 六号路 高尾山頂 稲荷山 高尾山口 

極楽湯入浴～解散 ６.５ｋｍ ３ｈ 

 ４号路 高尾山頂をショートカット可能(―２.０ｋｍ) 

 

 
入浴 極楽湯  

 



夕食推奨 ろくざん亭  

  
後泊･夕食推奨 Mt.Takao Base Camp 

 

東京都日出：５時３８分 日沈：１７時２１分 

登山参加料金：一日あたり ７,０００円(税込) 部分参加可 
 参加料金に含まれるもの：添乗員同行料･登山案内料 
 

申込：指定メールアドレス soma@jtourism.jp 
 

以下の情報を添えて、申込ください。 

申込いただいた方に振込先銀行口座や詳細案内を送付致します。 

 

･参加日程 ・お名前 ・性別 ・生年月日 ・住所 ・自宅電話番号 ・メールアドレス 

･宿泊＆夕食＆朝食 手配希望 部屋希望(シングル ツイン 男女別相部屋)※期待に沿えない場合があります。 

･当日連絡可能な連絡先（携帯電話）＆ 緊急連絡先（携帯電話・代理連絡可能な方に繋がる電話※本人以外） 

･最大登山距離経験 日数 距離(ｋｍ表示) 実施年(西暦) 季節(月･春夏秋冬等) 地域(都道府県･コース名) 

※当企画参加に対し、経験不十分と判断した際は参加お断りさせていただく場合があります 

 

実施連絡：実施数日前に参加者集合状況・天気予報等から実施判断をして、参加希望者に直接連絡・ご相談します。 

最大催行人数：１０名 最小催行人数：３名  

開催不能の場合の返金：登山参加費から手数料等発生経費を除いた額を返金します。 

参加者の都合で参加出来なくなった場合は払い込まれた登山参加費は返却致しません。 

 

・指定のコースを添乗員に同行して巡ります。 

・タイムは競いません。参加者同士で協力してゴールを目指します。順位による表彰等は行いません。 

・着替え等、個人荷物は参加者個人で運搬下さい。 

・運動靴、防寒具等登山に必要な物は各自ご用意の上､ご自身でご用意下さい。履き慣れた運動靴でお越しください。 

・ご自宅から集合解散場所までの交通費は含みません。 

・昼食代、夕食代、入浴代、有料道路使用料、観光代は参加料金に含みません。都度各自でお支払いください。 

・保険は各自でご加入下さい。 

・保険証は各自携行して参加下さい。出発前携行確認をします。 

・集合場所へは公共交通機関等でお越しください。 

・昼食は、ツアーグループの進行状況に合わせて、できるかぎり同地域同店舗で密にならないようにして昼頃にとります。 

・観光推奨は、早目に到着して時間に余裕のある場合、個人観光下さい。 

・観光事前要望あればあらかじめ時間を取ります。 

・体調管理・帰途道中の衛生確保のため、帰路につく前のご入浴を推奨します。 

・安全、コース管理、自転車整備、防寒耐熱の服装等、全て参加者の自己責任によります。 

・自己責任にて安全に参加いただけないと判断した場合は中途でも退場頂きます。 

・会場周辺の交通規制は行いません。交通ルールに従い歩行下さい。 

mailto:soma@jtourism.jp


宿泊に関して 

・主催者側があらかじめ宿泊推奨する宿を決め、宿から宿へ、観光地や名所への巡行をする登山ツアーです。 

・推奨宿泊場所には館内・近辺での温泉大浴場、浴衣、夕食朝食、就寝室、電源を極力ご用意します。 

・企画書内に提示している宿泊所は推奨宿泊所です。他近隣の宿泊所への宿泊は自由です。 

・宿泊は、基本的に各自で手配していただきますが、ご要望いただけたら推奨宿泊所を主催者が手配します。 

・自分で宿泊を手配する方は、なるべくお早めにご予約ください。 

・推奨宿泊場所以外の宿をご自身で手配された場合は、予約された宿を事務局にお知らせください。 

・推奨宿泊所以外に宿泊をされました場合でも、出発は指定推奨宿泊場所から、出発予定時間に出発します。 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

取扱 株式会社ビーエス観光 観光庁長官登録旅行業第３４７号 日本旅行業協会正会員 

企画 一般社団法人日本ツーリズム協会 代表理事 相馬幹広 ０９０－４５６８－１４４４ 

〒105-0004 東京都港区新橋 3-2-7恭和ビル 2階 株式会社ビーエス観光内 

E-Mail : soma@jtourism.jp  ホームページ： http://jtourism.jp/ 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 
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