
展望の素晴らしいハイマツの稜線とアオモリトドマツ林の中を雄大な
岩手山を望みながら安比・八幡平を経て裏岩手の縦走路を歩く！

天空の縦走路・裏岩手を歩こう！

安比・八幡平コース

行程●安比ゴンドラ＝前森山～屋之
棟岳～茶臼岳～源太森～八幡
沼～八幡平頂上～見返り峠

裏岩手縦走コース

行程●畚岳登山口～畚岳～諸桧岳
～嶮岨森～大深山荘～大深
湿原～松川温泉

三ツ石周回コース

行程●松 川温 泉～源太ヶ岳～大深
岳～小畚～三ツ石山～三ツ石
山荘～松川温泉

岩手山・鬼ヶ城コース

行程●松川温泉～姥倉～黒倉～鬼ヶ
城～ 岩手山八合目避 難 小屋

（泊）

★★★☆☆
岩手山・姥倉コース

行程●八合目避難小屋～不動平～岩手
山頂上～平笠不動小屋～八ツ目湿
原分岐～三ツ石山荘～松川温泉

8/26㈬ 8/27㈭ 8/28㈮ 8/29㈯ 8/30㈰1日目 2日目 3日目 4日目 5日目

空の道トレッキング
16座 5days

－ 憧れの縦走路　岩手山・八幡平・安比高原 －

Mount Iwate・・・5days・・・Hachimantai

★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★☆☆ ★★★★☆

八幡平エリアトレッキング2020

期日●令和2年 8/26 ㈬～ 30 ㈰
集合・解散●松尾八幡平ビジターセンター（AM7：00 集合但し1日目はゴンドラ時間）　
料金●各コース7,000円 （5日間参加はサービス料金　20,000 円）
定員●8 名（最小催行人数 3名）

※天候やゴンドラの運行状態（安比・八幡平コース）等により、コースや行程を変更する場合があります。

★★☆☆☆
七時雨山

行程●田代平登山口～七時雨山頂（北峰、南峰）
～登山口

のどかな草原と赤い屋根の山荘が牧歌ムードを
盛り上げる。北峰、南峰の二つのピークは岩手
山、八幡平連峰の絶好の展望台だ。

5/17㈰・6/24㈬・7/29㈬・9/6㈰・10/16㈮
料金 6,000円

★★★☆☆
焼山

行程●後生掛温泉～べこ谷地～湯ノ沢～焼山山
荘～焼山頂上～毛せん峠～後生掛温泉

ブナ原生林から火山地獄と変化に富んだコー
ス。湯ノ沢の渡渉もある山旅。

6/27㈯・7/2㈭・7/15㈬・8/8㈯・9/19㈯

★★★☆☆
三ツ石周回

行程●松川温泉～源太ヶ岳～大深岳～小畚岳～
三ツ石山～三ツ石山荘～松川温泉

岩手山と八幡平の中間にあり、お花畑、湿原、
原生林と東北の山ならではの奥深さを感じさせ
るコース。素晴らしい稜線歩きは圧巻。

6/22㈪・7/3㈮・7/25㈯・9/20㈰・9/26㈯

行程●畚岳登山口～諸桧岳～嶮岨森～大深山
荘～源太ヶ岳～松川温泉

八幡平と岩手山を結ぶ縦走路。起伏のある稜線
からは常に壮大な岩手山の展望が楽しめる。

6/26㈮・7/19㈰・9/13㈰・9/25㈮

北東北旬の山北東北旬の山 日帰りモニタートレッキング

集合・出発：午前8：00

＊定員８名の少数で楽しく安全な山旅です。 　
＊最小催行人数３名 

★★★☆☆
裏岩手縦走

★★★★☆
岩手山

行程●七滝登山口～大地獄谷～不動平～岩手山
頂上～平笠不動小屋～お花畑～七滝

岩手山登山コースの中で最も変化が多く原生
林、滝、沢、湿原を楽しめる。特に大地獄谷の荒
涼とした風景は一見の価値がある。

行程●国見温泉～横長根～ムーミン谷～阿弥陀
池～男女岳～横岳～大焼砂～国見温泉

火山複雑地形の山岳美とチングルマ、コマクサ
を始めとした高山植物の豊富さでは東北屈指の
人気の山。

6/21㈰・7/17㈮・8/1㈯・9/21　　・10/17㈯

行程●小田越登山口～御金蔵～分岐～早池峰山
頂上～御金蔵～小田越

ハヤチネウスユキソウなど高山植物の宝庫とし
て全国に知られる花の名山。岩稜の秀峰が印象
的である。（シャトルバス料金別途）

6/20㈯・6/28㈰・7/23         ・8/2㈰・9/12㈯

行程●一本杉登山口～ざんげ坂～姫神山頂上～
こわ坂コース～登山口

樹林帯を抜け花崗岩が積み重なった巨岩の頂上
からは岩手山はもちろん早池峰山、秋田駒など
360度の大展望が楽しめる。

★★☆☆☆
姫神山

★★★☆☆
秋田駒ヶ岳

★★★☆☆
早池峰山

集合・出発：午前6：00 集合・出発：午前6：00

集合・出発：午前7：00集合・出発：午前6：30

集合・出発：午前6：30

集合・出発：午前7：00

集合・出発：午前8：00

6/25㈭・7/18㈯・7/26㈰・9/22 5/16㈯・6/25㈭・7/24　　 ・8/9㈰・10/18㈰

八幡平エリアを主体にバリエーションに富んだ最も人気の高い8コースを限定し、一番おすすめの時期に日帰りトレッキングを設定しました。

 （組み合わせで２日間、３日間可）

●集合・解散：松尾八幡平ビジターセンター　●申込締切：催行日5日前

雪の回廊が続く八幡平アスピーテライン、5月の八幡平はまだまだ雪の世界。
まばゆい雪原に日差しを浴びたアオモリトドマツ、ダケカンバの立木姿の素晴らしさに圧倒
される。雪を残した遠くの山々の大展望、雪解けの時期に姿を見せる神秘の自然現象

『八幡平ドラゴンアイ』も八幡平の残雪期の楽しみだ！
残雪トレッキングならではの圧巻の絶景がつづく！
行程●見返り峠P～ドラゴンアイ発祥の鏡沼～
　　　八幡平頂上～八幡沼～源太森～見返り峠P
期日●4/29（水・祝）、5/2（土）、5/10（日）、5/16（土）、
　　　5/20日（水）、5/24（日）、6/1（月）、6/7（日）
集合●松尾八幡平ビジターセンター　AM8:00　
料金●5,000円
定員●8名（3名以上催行）※別途スノーシュー（レンタル500円）

自然に親しみ自然の恵みに感謝し、雄大な岩手山を望みながら夏の縦走路「裏岩手」を
体感し「山の日」を楽しもう！
行程●畚岳登山口～畚岳～諸桧岳～嶮岨森～大深山荘～源太ヶ岳～松川温泉
期日●8/10（月・祝）　ガイド●山田孝男
集合●松尾八幡平ビジターセンター　AM7:00　
料金●特別価格7,000円   定員●8名（3名以上催行）

※料金にゴンドラ・食事・宿泊料金は含まれません。 ※４日目の宿泊は八合目避難小屋です。水・寝具（有料）はありますが、朝・夕２食の準備が必要です。

神秘の『八幡平ドラゴンアイ』と
大展望の絶景を求め残雪の八幡平を歩く
スノーシュートレッキング

料金 7,000円 料金 7,000円 料金 7,000円

料金 8,000円 料金 7,000円 料金 8,000円 料金 6,000円

八幡平ドラゴンアイ（鏡沼の雪解け）

健康と癒しの郷・八幡平

in Hachimantai
Trekking

裏岩手を歩く！
『山の日』記念イベント
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八幡平温泉郷

松川温泉 岩手山焼走り温泉

安比・七時雨

●お申し込み・お問い合せは（一社）八幡平市観光協会
主催／八幡平エリアトレッキング協議会   協力／岩手山岳ガイドクラブ
岩手県八幡平市柏台一丁目28 番地    TEL.0195-78-3500  FAX.0195-78-3838  E-mail  kanko@hachimantai.or.jp/

◆気象条件や状況によっては、ガイドの判断によりルートの変更、中止する場合がございます。
　あらかじめご了承下さい。 
◆万全な登山装備をご準備下さい。（ウェア、ザック、水筒、手袋、帽子、スパッツ、ストック、防寒具、登山靴、救急用

具など） 
◆ガイドは安全確保に万全を期してご案内いたしますが、登山に伴う危険について充分認識されたうえでご自身の責

任においてご参加下さい。また、参加中においての自然災害による事故、疾病等が発生した場合、主催者側での責
任は負いかねますので、あらかじめご了承下さい。 

◆国内旅行損害保険を付帯しておりますが、限度額を超える損害については責任を負いかねますのでご了承くださ
い。また、万一事故などが発生した場合に要する費用はお客様のご負担となりますので、別途任意保険の加入をお
勧めいたします。

注意事項

八幡平ハイツ
焼走り登山口まで車で約7分の好
立地！早朝出発でも出来立ての朝
食、昼食弁当が手配可能です。
●下山後の入浴サービス・夕食事、
  ソフトドリンク１杯サービス

田代平高原 「七時雨山荘」 ☎72-2103

☎78-3311

岩手山の裾野に位置したホテルは
八幡平のトレッキングのベースとし
て。また、ホテル内の天然温泉は疲
れた体を癒してくれます。
●下山後の入浴料サービス

八幡平マウンテンホテル

豊富な温泉と素朴な人情、気取ら
ないもてなしの郷愁の宿。宿泊料
金はシーズンにより変更あり。
●トレッキングの際の入浴料無料

峡雲荘

☎73-5939

☎73-6888

☎78-4111

☎78-2121

☎78-2765

岩手山、八幡平を一望できる温泉
付のアットホームなペンション。ゆっ
くり寛げる空間が自慢の宿。

ペンションラム

リゾートイン・ミワ
安比高原の静かな高台にある癒し
の宿。四季折々の景色を眺めなが
ら自由に珈琲紅茶が楽しめ、貸切
風呂で心身を癒せます。  
●お食事はご希望の時間に対応。
  送迎可

ペンション アサンギ

岩手山の懐にある小さな宿。旬の
食材を活かした家庭料理でおもて
なし。天然温泉で疲れを癒し、ゆっ
くりおくつろぎください。
●ソフトドリンクプレゼント

アルプ八幡平

季節が織り成す美しい自然の風景
を楽しむ。雄大な岩手山を一望し
ながら時間を忘れてのんびりと。

アクティブリゾーツ岩手八幡平

いこいの村岩手

八幡平エリアトレッキング協議会 ※特別宿泊料金があります。詳しくは宿泊施設へお問い合わせ下さい。  ■市外局番（0195）協 賛 宿 泊 施 設

安比・七時雨エリア 八幡平温泉郷エリア

松川温泉エリア 焼走り温泉エリア

山に来て、足るを知り、不便さを
楽しむ。高原へいらっしゃい！！  
●ドリンクサービス

吹抜暖炉&陶板家具でそろえた館
内、旬菜創作ディナーに手作りス
イーツ、自家焙煎珈琲。陶器風呂貸
切無料。爽やかな安比高原の休日。  
●黒毛和牛プチステーキプランに
アイスクリーム付特典・風呂貸切
無料

雄大な岩手山と八幡平の山々に囲
まれた温泉宿。焼石を配した庭園風
岩露天風呂や、北投石を使用したラ
ジウム岩盤浴が好評中。  
●ご夕食時、ワンドリンクサービス  
●トレッキング後、もしくは後日でもご利
用いただける日帰り入浴券プレゼント

焼走り登山口にあるキャビン村。
登山で疲れた体をゆっくりと天然
温泉「焼走りの湯」で癒し、別荘気
分でおくつろぎください。 
●トレッキング後に利用いただけ
  る日帰り入浴券付

岩手山焼走り国際交流村 焼走りキャビン村

in Hachimantai
Trekking

岩手山岳ガイドクラブ代表　山田 孝男

北緯40度ラインにある八幡平、岩手山エリアは日本の中でも特に四季の区別がハッキリしていると云われています。春になると何百
種の高山植物が色とりどりに咲き誇り、夏は目にまばゆい緑の葉の息づかい、秋は落葉樹林の色鮮やかな紅葉。また、冬は吹き荒
れる季節風の中、何メートルもの積雪に樹氷が作られます。その素晴らしい四季折々の自然を誇りを持ってご案内しています。
ぜひ色鮮やかな花と緑と紅葉の岩手の山々を訪れてください。

☎78-3377

☎78-2256

☎76-2161

☎76-2013

安代・七時雨県民の森 松川温泉 七滝


