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

年2回発行

第３１号
２０１４年９月１０日発行

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、
私たちスタッフの経験を生かして頂きたいと思っています。 「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」ことを目標に頑張ります。

無料机上講座

＊入場無料・予約不要です。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、アコンカグア、南米・ヒマラヤの６０００ｍ峰、
そして公募登山隊を目指して

日時
場所

★

１０/１（水） １９：００～２１：００
文京シビックセンター スカイホール

世界の高所登山を目指すための講習会。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
５，０００ｍ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。

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

名古屋・大阪・福岡 無料机上講座
「名古屋会場」
１０/１７（金） 19：00～20：30
名古屋公会堂 第４集会室
名古屋市昭和区鶴舞１－１－３
地下鉄「鶴舞」駅 ４番出口 徒歩２分
ＪＲ「鶴舞」駅 公園口 徒歩２分

＊入場無料・予約不要。直接会場にお越し下さい。

「大阪会場」
１０/２０（月） 19：00～20：30
阿倍野市民学習センター
大阪市阿倍野区阿倍野筋
3-1-10-1-300 あべのベルタ3階
地下鉄 「阿倍野」駅７号出口すぐ
ＪＲ・地下鉄「天王寺」駅 徒歩8分

「福岡会場」
１１/０６（木） 18：30～19：45
ラリーグラス 大名店
福岡市中央区大名２丁目２－４６
福岡市中央区役所裏
地下鉄「赤坂」駅徒歩２分
西鉄「福岡」駅/地下鉄「天神」駅徒歩７分

ＡＧ バックカントリー スライドショー
｢憧れのパウダースノーへ」
初めてのＢＣスキー＆スノーボード
名古屋
大 阪
東 京
仙 台
福 岡

１０/２３（木）
１０/２４（金）
１０/２８（火）
１０/３０（木）
１１/０５（水）

１９：００～２０：３０
１９：００～２０：３０
１９：００～２１：００
１９：００～２１：００
１８：３０～１９：４５

スキー、スノーボードでゲレンデを飛び出してバックカントリーへ。
大自然の中でダイナミックにパウダースノーにスプレー＆シュプー
ルをあげてみませんか。
しかし魅力的なＢＣは雪山の世界。簡単には入ることはできませ
ん。この講座ではＢＣの魅力、準備、心構え、リスク、装備など、ど
のようなことを勉強すれば良いかを詳しく解説。これからＢＣにチャ
レンジしたい人は必見です。

近藤謙司のBC教本 評販売中

「雪山１００のリスク」

「福 岡」 ラリーグラス 大名店
福岡市中央区大名２丁目２－４６ 福岡市中央区役所裏
地下鉄「赤坂」駅徒歩２分 西鉄「福岡」駅 / 地下鉄「天神」駅徒歩７分

「大 阪」 阿倍野市民学習センター
大阪市阿倍野区阿倍野筋3-10-1-300 あべのベルタ3階
地下鉄「阿倍野」駅７号出口隣接 ＪＲ天王寺駅 徒歩8分

「名古屋」 名古屋市公会堂 第４集会室
名古屋市昭和区鶴舞１－１－３
地下鉄「鶴舞」駅４番出口 / JR「鶴舞」駅公園口

徒歩2分

「東 京」 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

「仙 台」 会場未定
９月中旬に決定予定。お問い合わせください。

「バックカントリースキー＆スノーボード」

「バックカントリーセルフ
レスキューDVD BOOK」

ヤマケイテクニカルブック登山技術全書５

近藤謙司監修 スキージャーナル社￥３，２００．

近藤謙司文・監修 山と渓谷社 ￥１，７００．

雪崩、転滑落、道迷い、低体
温症など・・・
雪山で実践すべき、さまざま
なリスクマネジメン トを解
説。登山者、バックカントリー
スキーヤーとスノーボーダー
にも必読の一冊です。

＊入場無料・予約不要。直接会場にお越し下さい。

近藤謙司共著 山と渓谷社 ￥１，９００．

山岳エリアで起きたケガや
事故、とくに雪崩事故 から
自分や仲間を救助し、第三
者レスキューに引 き渡すた
めに必要な知識や方法を
映像とテキストで解説しまし
た。BC ス キ ー ＆ ボ ー ダ ー
は必読です。

テレマーク、アルペン、ス
ノーボード、ゲレンデ外＝
バックカントリーの雪山を
滑るためのテクニックを収
録。用具の解説、滑走テク
ニック、リスクの対応など、
総合的なテキストになって
います。

つきいち 無料机上講座

＊お申込みが手続きが必要です。

近藤謙司とＡＧガイドチームが贈る「無料つきいち机上講座シリー
ズ」。山歩き、バックカントリー、アウトドアの基本を、毎月色々な
テーマを設定して机上で優しく・楽しく講習。どなたでも、参加可能
です。（人数が定員を越えた場合は抽選とさせて頂きます。）

第３回 １２月０３日（水） 「山道具の選び方 その①」
正しいウェアーの選び方 レイヤリングの基本
第４回 １月１４日（水） 「山道具の選び方 その②」
靴と靴下、ザックの選び方と使い方

場所：アドベンチャーガイズオフィス（ＪＲ飯田橋駅徒歩３分）
時間：１９：００から １時間半
定員：９名

第５回 ２月１２日（木） 「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１回 １０月１４日（火） 「山での緊急搬出」
もし山でケガをしたら、搬出方法の基本を講習します。

第６回 ３月０３日（火） 「地図の読み方 その②」
地図とコンパスを使って同定表を作る

第２回 １１月０６日（木） 「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７回 ４月０２日（木） 「疲れない山歩き」
ペース配分、エネルギー補給、ストックの使い方

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。

つきいち ワンコイン実践講座
近藤謙司と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。
参加費用

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。

第１回 「初めての岩登りとロープワーク」
１１月１６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。
第２回 「初めてのアイゼン歩行」
１２月１４日（日） 水上周辺 １０：００ 水上駅集合予定
アイゼンを使って雪の上を歩いてみます。

＊お申込みが手続きが必要です。

第３回 「初めての雪山体験・スノーシューハイキング」
２月０１日（日） 水上周辺 １０：００ 水上駅集合予定
スノーシューで雪の世界を体験します。ウェアーのレイヤリ
ングの効果も試してみます。
第４回 「地図とコンパスの使い方」
３月１５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、簡単なハイキングを
楽しみます。
第５回 「疲れない山歩き」
４月１２日（日） 高尾山
１０：００ 高尾山口集合予定
ペース配分、エネルギー補給を考えながら登ります。
ストックの正しい使い方も講習します。

おたのしみイベント
ＡＧ町中忘年会

登山者のためのテーピング講習会

１２/１２（金） １９：００～

会費 ￥５，０００．

１１/１２（水） ・ ３/５（木） 参加費＋材料費￥１，５００．

場所：東京・渋谷・恵比寿・新宿周辺

１９：００～２０：３０ ＡＧ飯田橋 オフィスにて

今 年 の 街 中 忘 年 会 は ネ パ ー ル・チ
ベット料理です。色々な国の料理に
チャレンジしてきましたが、原点に戻
り、今回はネパール・チベット料理で
す。ネパールはインドとチベットの中
間に位置し、ヒンドゥー教と仏教が入
り交じっています。それが見事に食文化にも現れていま
す。インドの影響を受けたカレー、チベット餃子のモモ、手
打ちうどんのトゥクパなど、ネパールに行ったことが有る人
も無い人も、カトマンズの町を思いを馳せながら、老若男女
入り乱れて、登山の話に花を咲かせましょう。

山道具研究会
１１/１９（水）

＊お申込みが手続きが必要です。

＊要予約、参加無料

３/１０（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」「買ったけれ
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
学だけでもＯＫです。

大阪地区イベント
「岩登り体験会 ＆ ＢＢＱ」
１０/２５（土） 六甲山周辺
参加費￥３，０００．

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ことがよくあります。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。しかし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てみませんか。

岩登り体験会＆バーベキュー
１１/８（土） 会費￥３，０００． 場所：湯河原
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、お集まり下さい。
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。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。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
キュー班が昼食を用意します。
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関西・名古屋方面の方、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。ハーネス等の登攀用具は全て
レンタル。ちょっとした「スリル」を体験した後は、バーベキューか懇
親会。楽しく、美味しく岩登りの世界を体験しましょう。

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かメールでご案内致します。

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します。
トータルで２００枚の限定販売。既に在庫は、半分以下になっています。
早い者勝ちですので、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ンナップを特別価格で提供
滑りモノのシーズンが近づきました。スノーボードチューンナップ専門店『ＴＵＮＥ ＵＰ ＦＡＣＴＯＲＹ』が
特別価格のご案内です。！！プロご用達のスペシャルチューンナップで今シーズンもキメて下さい。
チューンナップ・プライス例

＊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下さい。

●スタンダードチューン…7000円
特別キャンペーン

●ベースワックス加工…4000円

●ニューボードチューン…3000円

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。

お問い合わせは チューナップファクトリー

ＴＥＬ ： ０４６-２０１-０５６０

ＦＡＸ ： ０４６－２０１－０５７０

ＡＧ おすすめツアー
旅行業界の個性派集団「旅専」
旅専・食文化セミナー アドベンチャーガイズ編

「初めての山歩き・早春の高尾山
懇親ハイキングと美味しい山ゴハン」
２０１４年３月８日（日）
参加費 ￥３，０００．

高尾山

旅専とは・・・

交通費は各自払いです。

集合 １０：００ 京王・高尾山ロ駅
解散 １５：００ 京王・高尾山口駅

まだ寒い日もありますが、そろそろ山歩きに出かけたい季節です。
早春の高尾山の自然のなかで、山ゴハンを楽しみませんか。

奥宮俊祐さんと行く

今回は、高尾山口から、雄大な自然を
楽しみながら山頂までハイキング。
初心者の方を対象に、登山ガイドが山
歩きの基本をレクチャーしながら歩きま
すので、山歩きが初めての方でも、安
心してご参加頂けます。目的地の高尾
山では、富士山を遠望しながら、山のエキスパート達が用意する
山ゴハンをお楽しみ下さい。

旅行業界で独自な専門性を持つ旅行会社の集まり。
メンバー各社の規模は小さいですが、特定の国・地域、
専門分野に関しては、どこにも負けない情報量・企画
力・手配力を持っています。既存ツアーに満足できな
い方、とっておきの旅をしたい方、「旅専」にご相談下さい。

アイガー ウルトラトレイル ２０１５

この夏、スイス・グリンデルワルトで「アイガー・ウルトラ・トレイル ２０１４」が開催されました。レース
の舞台となるグリンデルワルトは、“スイス三大名峰”として名高いアイガー・メンヒ・ユングフラウの
三山に抱かれたスイスを代表するリゾート地。雄大なアルプスの山々を見ながら走る気分は最高。
３種目のうち最もハードなクラスは、距離１０１ｋｍ・高低差６，７０
奥宮俊祐
０ｍと想像を絶する過酷なもの。
中学・高校・大学
招待選手として参加した、奥宮俊祐さんが見事、日本人最高位と
と陸上部で長距離
なる６位で入賞しました。
を続ける。大学
（東海大）では、箱
根駅伝を目指す
が、選手になれ
ず、挫折を経験す
る。
大学卒業後、25歳の時に心臓に感じて
いた違和感の原因が不整脈と判り、手
術を受け完全回復。快適に走れる喜び
を初めて味わい、走りの楽しさを再確認
。その年、初めて日本山岳耐久レース
（ハセツネ）を走り、3位入賞。

非常に人気が高いレースで、毎年、募集を開始するとともに直ぐ
にエントリーが一杯になります。
２０１５年も大会公式レースとして、ＡＧがツアーを設定して特別に
出場枠を確保。来年もこのツアーには、奥宮俊祐さんが同行。試
走、ウォーミングアップなどを一緒に行います。一流ランナーの大
会前の準備を体験することもできます。ぜひ、来年の夏、雄大な
アルプスの景色の中で、トレイルランを楽しんでみませんか。
また、大会に出場する選手を応援する、同行者プランも設定。のん
びりとハイキングを楽しみながら、選手を応援できるツアーです。

スパンティーク(7,027m)登山隊

近藤謙司の本が出来ました！！

ヒ マ ラ ヤ 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がそびえ立つカ
ラコルム山脈。ＡＧでは、今夏に
８０００ｍ峰ＧⅡに公募登山隊を
実施し見事全員登頂を果たしま
した。来年の夏に向け、カラコル
ムの７０００ｍ峰にチャレンジする登山隊を計画します。
目標の「スパンティーク峰・７０２７ｍ」は、６０００ｍの次のステッ
プとして最適な山で、最も登りやすい７０００ｍ峰の一つです。個
性的で迫力のある山々が、そびえるカラコルムの壮大な景色の
中で登山、トレッキングを楽しんでみませんか？

２０１５年６月上旬出発予定
＊２０１４年１０月中旬に募集要項を発表致します。ご請求下さい。

お申込み・お問合わせ・・・

上記は２０１４年のものです。
２０１５年分は１０月に発表予定です。

「エベレスト登れます。」
産業編集センター

￥１，３００．

アドベンチャーガイズが設立されて、
今年で１７年目に突入します。
この本はいわば今までＡＧがコンセプ
トとして頑張ってきたことが集約され
た本です。是非、読んでください！！
近くの書店で手に入らない方は、ＡＧ
でも販売してますので郵送します。
また、１０月にも山と渓谷社からも
新しい近藤謙司の本が発売予定。
仮題「ぼくは冒険案内人」
お楽しみに！

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

ＦＡＸ：０３－３２８８－３２１１
Home Page http://www.adventure-guides.co.jp

観光庁長官登録旅行業第１７１３号 日本旅行業協会（ＪＡＴＡ）正会員

