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お申込み・お問合せ・・・

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。

たいとろーぷ特別販売

アドベンチャーガイズ オリジナルＢＵＦＦ販売中
ＡＧ設立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。

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を作りました。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。まだ、若干残っています。

早い者勝ちです。電話、メールにてお早めにお申込下さい！！

つきいち 無料机上講座 ＊お申込手続きが必要です。

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」
５月１０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２回 「初めての岩登りとロープワーク」
６月２８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３回 「高所登山シミュレーション」
８月２３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２７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。

第５回 「山での緊急搬出シミュレーション」
１０月１８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 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 ワンコイン実践講座 ＊お申込手続きが必要です。

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。

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 定員 ： ９名

第１回 ４月１５日（水） 「山道具の選び方 その②」
正しいウェアーの選び方 レイヤリングの基本

第２回 ５月２１日（木） 「山での応急処置」
山で怪我をした場合の応急処置を講習します。

第３回 ６月１０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３０日（木） 「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

第５回 ８月２６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 ９月１６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

第７回 １０月０６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。

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。

無料机上講座 予約不要。直接会場にお越し下さい。

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。
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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

場所 ： 文京区役所内

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

地下鉄 三田線・大江戸線 春日駅 ５番出口隣接

ＪＲ水道橋駅 徒歩９分

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１４日（火） 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。

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８０００ｍ峰を目指して

４月７日（火） 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。

ＡＧボランティア・エコツアー ＊今年もやります！

富士山登山と清掃ボランティア
２０１５年９月５日（土）～６日（日）２日間
参加費用：￥３２，０００．（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 解散予定 ： 新宿駅 １９：００

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



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。

名古屋・大阪地区 無料机上講座

大阪会場 ４/３（金） 19：00～20：30

阿部野市民学習センター ３階 第１研修室

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

「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

２０１５年 ＡＧおすすめツア２０１５年 ＡＧおすすめツアーー

入場無料・予約不要直接会場にお越し下さい。

奥宮俊祐さんと行く ＡＧ ＵＴＭＢツアー ２０１５
２０１５年８月。フランスアルプスの中心地・シャモニを中心として、ウルトラ

トレイル・デュ・モンブラン（ＵＴＭＢ）が開催されます。 レースの舞台、シャ

モニはアルプス最高峰、“アルプスの女王”と形容されるモンブランに抱か

れた、アルプスを代表するリゾート。 このシャモニを中心に、モンブランの

雄大な景色の中で行われるのが、ウルトラトレイル・デュ・モンブランです。

このツアーには、トレイルランナーの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。また、前日のワンポイントアドバイスも実

施。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。

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。

奥宮俊祐
中学・高校・大学と

陸上部で長距離を

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。

ＡＧカラコルム７０００ｍ峰公募登山隊
カラコルム山脈。ヒマラヤ西部、パキスタ

ン、中国、インド国境付近に位置し、世界

第２位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７０００ｍ峰にチャレンジする登山隊を

企画。７０００ｍ峰として最も登りやすいと

いわれるスパンティークへ。技術的にはあまり難しくない雪稜の

登攀でチャレンジが可能。個性的で迫力のある山々が、聳えるカ

ラコルムの壮大な景色の中で登山を楽しんでみませんか？

スパンティーク登頂３１日間 ６月２日発 ￥１，６９５，０００．

ＡＧ エベレスト公募登山隊 応援ツアー
この４月、ＡＧのエベレスト公募登山隊が出発します。この登山隊と一緒にヒマラヤを楽しむツアーを設定。

一つは公募隊の高所順応活動で登る６０００ｍ峰ロブチェ・ピークに一緒に登頂して、その後エベレストＢＣ

まで同行するツアー。もう一つは、エベレストの絶好の展望台カラパタールに登って、その後にＢＣに滞在

するツアー。通常は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。世界の登山隊が集まる国際的なベースキャンプの雰囲気は、このツアーでしか体験できません。ま

た、日程の短いエベレスト展望の１０日間のショートツアーも設定しました。

ロブチェ・ピーク登頂とエベレストＢＣ２３日間 カラパタールとエベレストBC１９日間 エベレスト遠望トレッキング１０日間
４/９～５/１ ２３日間 ￥６７５,０００． ４/９～４/２７ １９日間 ￥４９８,０００． ４/９～４/１８ １０日間 ￥３２５,０００．

今井通子さんと行く ドイツ・ザクセンスイスと
チェコ・カルコノシェ国立公園 11日間

ＡＧのご意見番の医師で登山家である今井通

子さんと行くハイキングシリーズ。今年は、ドイ

ツ北西部のドレスデン近郊にあるザクセンスイ

ス。低山ですが迫力ある景色が楽しめます。

その後は、チェコのカルコノシェ国立公園へ。

シェネツガ（１６２０ｍ）の山頂から歩きます。登

山後はプラハの町の観光も行います。ドイツ・

チェコの両方が楽しめる欲張りなツアーです。

７月１５日（水）出発 ￥５０５，０００．

名古屋会場 ４/１６（木）19：00～20：30

名古屋市公会堂 ３階 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

登山のためのテーピング講習会
６月１６日（火） ・ ９月１０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７日（日） 会費￥３，０００．

場 所 ： 湯河原 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。

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１４日（木） ６月１７日（水） ９月８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週間前に詳細をメールまたは郵便でご案内致します。

お楽しみイベント情報 ＊お申込手続きが必要です。

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。

「岩登り体験会 ＆ ＢＢＱ」
６/１４（土） 六甲山周辺

参加費￥３，０００．

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。

大阪地区イベント

近藤謙司の本が２冊続けて出来ました

「エベレスト登れます」

「ばくは冒険案内人」
アドベンチャーガイズが設立されて、１７年目に突入しました。

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

でも販売していま

す。ご希望の方は

郵送しますので、ご

一報下さい。

ご希望の方は、近

藤謙司のサインを

お入れします！！

産業編集センター
￥１，３００．

山と渓谷社
￥１，４００．

全国 「山の日」 フォーラム
２０１５年３月２８日（土）～２９日（日）

3/28 10：00-20：00 3/29 10：00-18：00

場所 東京フォーラム
２０１６年から「山の日」が制定されます。それを記念してイベ

ントが行われます。プレゼンテーションゾーンで、近藤謙司が

２日間にわたりトークショーを「仕切って」ます。

是非、お立ち寄りください！！


