スタッフとみなさまを「しっかり」と結びつける、ＡＧからのインフォメーション
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たいとろーぷ
★★★ Ｔｉｇｈｔ Ｒｏｐｅ ★★★

初めてのことにチャレンジする。これは立派なあなただけの冒険です。
初めての海外旅行。初めての国へ。初めての高度へ。初めて雪山へ。初めてのＢＣへ。
人にはそれぞれの「初めて・・・」があります。ＡＧスタッフは、皆さんの「初めて・・・」が有意義で楽しいものにな
るよう、私たちの経験を生かし、「楽しく・やさしく・安全に」をモットーにきめ細かいサポートで皆さんの「冒険」
をお手伝い致します。皆さんと「一緒に感動する」ことを目標に頑張ってまいります。

無料机上講座入 *予約不要。直接会場にお越し下さい。
憧れの高所登山にチャレンジ
キリマンジャロから、６０００ｍ峰、そして公募登山隊を目指して

４月２日（水） １９：００～２１：００
世界の高所登山を目指すための講演会。夏山・低山中心の活動をして
いる方、アイゼン未経験の方が、初歩の登山からスタートしてステップを
踏みながら５０００ｍ峰、雪山登山、６０００ｍ峰、そしていつかは８０００ｍ
峰を目指すための心構え、トレーニング、装備等について解説。キリマン
ジャロ、ネパール・アンデスの６０００ｍ峰、チョモランマ、南極などの公募
登山隊のスライドも上映します。

ヨーロッパアルプス名峰登頂を目指して
モンブラン・マッターホルン・アイガーに登る

４月７日（月） １９：００～２１：００
アルプス最高峰モンブラン、天を突き刺すピラミッドのような山容で「い
つかは頂に立ちたい」マッターホルン、アルプス登山史に燦然と輝くアイ
ガーなど・・・。アルプス名峰登頂を目指す人のための講演会。山岳ガイ
ドと登ることを前提に、それぞれのルートの解説、登頂に必要な技術、
国内でのトレーニング、装備、現地までの旅の技術等に関し詳しく解説
します。モンブラン、マッターホルンのルートのスライドも上映します。

場所：文京区役所・文京シビックセンタースカイホール
東京都文京区春日１－１６－２１ 文京区役所２６階
地下鉄 丸の内・南北線後楽園駅 ５番出口隣接

ＡＧ１５周年感謝パーティーを開催しました。
ＡＧがスタ－トして１５周年を迎えることができました。
これも皆様にご支援を頂いたおかげです。本当に有難うございます。
私たちの感謝の気持ちを込めまして、昨年の１１月２日にささやかながら、
１５周年感謝パーティーを東京・大手町の「エスカール・アビタ」で開催致し
ました。当日は７０名様を越える参加者にスタッフ一同大感激でした。
AG設立当時の話や、簡単な１５年間の歴史、そして今までの冒険の幾つ
かをスライドショーで紹介しながらパーティーを楽しんで頂きました。
その後、いつもＡＧをサポートして下さっている山道具のメーカー各社から
協賛頂きました、数々の品物の抽選ジャンケン大会で大いに盛り上がりました。
おかげさまで、皆様とスタッフが和やかな楽しい時間を過ごすことができました。また、２０周年には、全国でこのような
パーティができるよう、スタッフ一同精一杯頑張りますので、今後とも、どうぞよろしくお願い致します。

名古屋・大阪・福岡地区 無料机上講座

入場無料・予約不要直接会場にお越し下さい。

「ヨーロッパアルプスの名峰」と「憧れの高所登山」にチャレンジ
皆様の強いご要望にお応えして、大阪・名古屋地区
の机上講座を開催。ＡＧスタッフがお伺いしてアル
プス名峰、そして世界の高所登山を目指すための
講習会を開催します。アイゼン未経験者が、ステッ
プを踏みながら５０００ｍ峰、雪山登山、６０００ｍ
峰、そしていつかは８０００ｍ峰を目指すための心
構え、トレーニング、装備等について解説します。
キリマンジャロ、ネパール・アンデスの６０００ｍ峰、
チョモランマ、南極などの公募登山隊のスライドも上
映します。

大阪会場

４/４（金） 19：00～20：30

難波市民学習センター ４階

第４研修室

〒556-0017 大阪市浪速区
湊町1-4-1OCATビル4階
地下鉄「なんば」駅下車
ＪＲ 「難波」駅上
近鉄・阪神 「大阪難波」駅、
南海 「難波」駅

２０１４年 ＡＧおすすめツア ー
ＡＧ エベレストベースキャンプ応援隊
この４月、ＡＧエベレストベースキャンプからチャレ
ンジするクライマーが３名います。このクライマーた
ちと一緒にヒマラヤを楽しむツアーを設定しました。
一つは登山隊と一緒に６０００ｍ峰ロブチェ・ピーク
に登頂してＢＣまで同行するツアー。もう一つは、カ
ラパタールに登って、その後にＢＣに滞在するツ
アー。一般トレッカーが滞在できないエベレストＢＣ
は、登山隊を訪ねる形であれば滞在可能です。
また、エベレスト展望の１０日間のショートコースもあります。

ロブチェ・ピーク登頂とエベレストＢＣ滞在２３日間
４月１１日～５月３日

２３日間 ￥６６５,０００．

エベレストＢＣ滞在とカラパタールトレッキング１９日間
４月１１日～４月２９日 １９日間 ￥４８５,０００．

エベレスト遠望トレッキング１０日間

ＡＧベースキャンプから
エベレストにチャレンジするメンバー
實川欣伸
片山右京
なすび

富士山登頂１６１９回
元Ｆ１レーサー
あったか福島観光交流大使

４月１１日～４月２０日 １０日間 ￥２９５,０００．

ＡＧカラコルム公募登山隊＆同行ツアー
カラコルム山脈。ヒマラヤの西部、パキスタン、中国、インドの国境付近に位置
し、世界第２位のＫ２をはじめ、５つの８０００ｍ峰がそびえ立ちます。
ＡＧでは、この夏、カラコルムの山々にチャレンジる登山隊を企画します。
カラコルムの８０００ｍ峰として最も登りやすいといわれるガッシャーブルムⅡ、
そして可能であればガッシャーブルムⅠへも。また、ガッシャーブルムのベース
キャンプを訪れるともにＫ２を正面に眺めるコンコルディアまで歩くバルトロ氷河
トレッキング、６０００ｍの次のステップとしてチェレンジするには最適な山、最も
登りやすい７０００ｍ峰、スパンティーク登頂と多様な公募登山隊＆ツアーを企
画しました。個性的で迫力のある山々が、そびえたつカラコルムヒマラヤの壮大
な景色の中で登山、トレッキングを楽しんでみませんか？

ガッシャーブルムⅠ＆Ⅱ（GⅠ、GⅡ）登頂公募登山隊
ＧⅡベースキャンプトレッキングとＫ２展望コンコルディア
カラコルム７０００ｍ峰 スパンティーク登頂
２０１４年６月中旬出発予定
＊２０１４年３月中旬に募集要項を発表いたします。ご請求下さい。

ＡＧボランティア・エコツアー

富士山登山と清掃ボランティア
２０１４年９月１３日（土）～１４日（日）２日間
参加費用：￥２９，０００．（参加費の一部をゴミ処理費用に充当します。）

日本の最高峰、富士山。古来より日本の象徴とされ、誰も
が一度は登ってみたい山です。夏の富士山は難しい登山
技術が必要なく、誰でも登れる印象がありますが、標高が
高く、高山病の危険性があり、この高山病対策が登山の

北欧３か国の旅

ポイントとなります。このツアーでは、高所登山に詳しい山
岳ガイドが同行して、高山病対策を考えながら登るので、初
心者でも安心して参加できます。
また、富士山は登山ばかりが注目されますが、山麓には素
晴らしい自然環境が残っています。しかしながら不法投棄な
どで、この自然が壊されているのが現状です。今回は現地
NPO法人「富士山クラブ」と協力して富士山周辺の自然を守
るため、青木ケ原樹海周辺の清掃活動も行います。素晴ら
しい自然を肌で感じながらその貴重性を学び、自然環境の
大切さ、そしてその保護活動の必要性を改めて認識するボ
ランティアエコツアーです。
【日 程】 集合予定 ： 新宿駅 ７：３０

１ ： 新宿～河口湖～青木ケ原樹海～５合目～７合目山小屋
２ ： ７合目山小屋～富士山頂～５合目～フジ眺望の湯～新宿

このツアーは、ノールカップだけではなく、雄大なフィヨルド
の景色が楽しめるソグネフィヨルドを鉄道や船を使って楽し
みます。また、北欧を代表する都市、コペンハーゲン、オス
ロ、ストックホルムにも訪れます。北欧のハイライトと辺境の
地の壮大な景色が楽しめる欲張りな内容のツアーです。

２０１４年５月２７日（火）～６月４日（水） ９日間
旅行代金 ￥５７５，０００．
＊参加人数によって、変更になる場合がございます。

お楽しみイベント情報
登山のためのテーピング講習会
９月１１日（木）

１９：００～２０：３０ ＡＧオフィスにて 参加費￥１，５００．
登山、ハ イキン グ、スキ ー、スノ ー
ボード中に、突然のケガなどで関節
を痛めてしまう場合がよくあります。
また、ひざなどが慢性的に痛い方
で、長いコースが歩けないという話
もよく聞きます。そういった突然のア
クシデントや日々の関節の問題に
対処するためには、テーピング技術
が有効です。しかしながら、テーピ
ングテープは持っていても、正しい
使い方を知らない人が多いのが現状です。転ばぬ先の杖
ではありませんが、テーピングの正しい講習を受けません
か。テーピングを教材として用意。終了後は、自分の装備
として利用して下さい。

岩登り体験会＆バーベキュー
６月１日（日）
場 所 ： 湯河原

解散予定 ： 新宿駅 １９：００

ヨーロッパ最北端ノールカップ岬で白夜体験ツアー

ヨーロッパ最北端のノールカップ
岬。北緯７１度１０分２１秒の北
極圏に位置します。５月中旬か
ら７月下旬は、太陽が沈まない
白夜になります。岬は最果ての
地で何もないところですが、白夜
を見るためのノールカップホー
ルをベースに水平線に沈まぬ太陽を眺めてみませんか。

５月２０日（火） ・

＊今年もやります！

会費￥３，０００．
幕岩を予定

なかなか最初の一歩が踏み出せない岩登り。ちょっと怖い
けど体験してみたいという方、是非ともお集まり下さい。
山岳ガイドが初歩の初歩からご案内します。
シューズは運動靴、トレッキングシューズなど何でもＯＫ。

＊お申込手続きが必要です。

クライミングシューズも
できる限り用意します
ので、サイズが合えば
チャレンジして下さい。
ハーネス等 の登攀 具
は全てレンタル可能。
ちょっとした「スリル」を
体験してみませんか。
そして、岩登りを体験した後は、バーベキュー班が昼食を
ご用意。楽しく、美味しく岩登りの世界を体験しましょう。

山道具研究会

＊要予約、参加無料

５月１５日（木） ６月１８日（水） ９月９日（火）
各回とも 昼の部 15：00 夜の部 18：00
都内山道具店 （場所は参加者にご連絡します。）
「たくさんある山道具、何を選んで良いか分らない」
「買ったけど使いこなせない」「新しい機能を試して
みたい」そんな声にお答えするために、山道具店の
店先を借り山岳ガイドが登山者の立場に立って、実
際に品物を手に取りながら、長所、短所のポイントを
解説。山道具店といっても、何も購入する必要はあ
りません。見学だけでＯＫです。希望があればもちろ
ん購入も可能ですが・・・。
これらのイベントには予約が必要です。事務局までご連絡下さい。
イベントの約１週間前に詳細をハガキまたはメールでご案内致します。

つきいち ワンコイン実践講座
ＡＧガイドチームの「無料つきいち机上講座シリーズ」の実践編。
東京近郊の山で実際に山歩きを楽しみながら、山登り、アウトドア
の基本を学びます。毎月色々なテーマを設定して優しく・楽しく講
習します。どなたでも、参加可能です。
第１回 「初めてのアイゼン歩行」

第３回 「高所登山シミュレーション」
８月２４日（日） 関東周辺 １０：００ ＊後日ご案内します。
東京近郊の山で、ペース配分、休憩の取り方など、高所登山を
シミュレーションしながら登ります。

第４回 「地図とコンパスの使い方」
９月２８日（日） 箱根駒ケ岳 １０：００ 早雲山駅集合予定
地図とコンパスを実際に使いながら、山座同定、ルートファインディ
ングをしながら、簡単なハイキングを楽しみます。

５月１８日（日） 水上周辺 １０：００ 水上駅集合予定
アイゼン未経験の方へ。雪山挑戦の第一歩です。
アイゼンを使って雪の上を歩いてみます。

第５回 「山での緊急搬出シミュレーション」

第２回 「初めての岩登りとロープワーク」
６月１５日（日） 日和田山 １０：００ 高麗駅集合予定
机上で覚えた５つの結び方を実践で使ってみます。簡単な岩登りに
もチャレンジ。もちろん初めての方も大歓迎です。

１０月１９日（日） 高尾山
１０：００ 高尾山口集合予定
山で怪我をした場合のセルスレスキューを講習します。

参加費用

近藤謙司とＡＧガイドチームがご案内する机上講座シリーズ。山
歩きの基本を毎月色々なテーマで優しく・楽しくご案内します。ど
なたでも、お気軽にご参加下さい。

第３回

＊お申込手続きが必要です。

６月１１日（水） 「初めてのロープの結び方」

基本的な５つの結び方をを覚えます。

第４回

７月０１日（火） 「初めての高所登山」

高山病のメカニズムと高所順応のポイント

場所：アドベンチャーガイズ オフィス
（ＪＲ 飯田橋駅 徒歩５分）
時間：１９：００から １時間半 定員：９名

第５回

８月２７日（水） 「地図の読み方 その①」

初めての地図読みとコンパスの基本

第６回

４月１０日（木） 「山道具の選び方 その②」

９月２４日（水） 「地図の読み方 その②」

地図とコンパスを使って道程表を作る

正しいウェアーの選び方 レイヤリングの基本

第２回

各回 ￥５００．

＊講習に対応した保険にお入り下さい。申込者に別途ご案内します。

つきいち 無料机上講座

第１回

＊お申込手続きが必要です。

第７回 １０月１４日（火） 「山での緊急搬出」

５月１５日（木） 「山での応急処置」

もし山でケガをしたら。搬出方法の基本を講習します。

山で怪我をした場合の応急処置を講習します。

お申込者が定員を越えた場合は抽選とさせて頂きます。講座開催日の１０日前に抽選をして、ご案内のメール、ハガキをお送り致します。

たいとろーぷ特別販売
アドベンチャーガイズ１５周年記念ＢＵＦＦ販売中
５周年記念ではＴシャツと日本手ぬぐい、１０周年記念でもＴシャツを作りました。
今回の１５周年は趣向を凝らしＴシャツ以外のものということで、ＡＧらしく山で使えるGoodｓで
BUFFを選びました。帽子、ネックウォーマー、バラクラバなど、色々な用途に使えます。
また、夏山、冬山、バックカントリーを問わず、どんな山行にも使えます。もちろんデザインは、
ＡＧオリジナル。色は、水色、カーキ色の２種類。洗い替えを含めて、２色購入する方も。
値段は￥２，５００．（内税）。通販も可能。送料は￥２１０．になりますが、２枚以上のオーダー
は送料をサービス。トータルで２００枚の限定販売。スタッフが使用しているのを見かけて、
既にオーダーした人もいます。早い者勝ちです。電話、メールにてお早めにお申込下さい！！

スノーボードチューナップを特別価格で提供
そろそろ滑りモノのシーズンも終わりが近づいています。オフの板の手入れのご案内です。
ＢＵＲＴＯＮ代理店でチューンナップを担当していた“じゃけん”こと、中井徹氏がスノーボードチューナッ
プ専門店『ＴＵＮＥ ＵＰ ＦＡＣＴＯＲＹ』を主催し、たいとろーぷ読者の板のチューンナップを引き受けてく
れています。プロのボーダーもご用達のスペシャルチューナップで今シーズンもキメて下さい。
料金は、もちろん特別価格！ぜひぜひお問い合わせを。
チューンナップコースプライス例
●スタンダードチューン…7000円
●ベースワックス加工…4000円
●ニューボードチューン…3000円
他コース、オプションも多数あります。 詳細はお問い合わせください。
特別キャンペーン ４/２０～５/３１、８/１～９/３０の間にオーダー頂いた方は、上記金額より２０％ＯＦＦです。

お申込み・お問合せ・・・

株式会社アドベンチャーガイズ

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-5-4山和ビル３階

ＴＥＬ：０３－５２１５－２１５５
e-mail info@adventure-guides.co.jp
旅行企画・実施 ㈱アドベンチャーガイズ
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