
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ようこそ、YAMA LIFE CAMPUSへ！ 

 

 

この度は、「YAMA LIFE CAMPUS」にエントリーいただきまして、誠にあり

がとうございます。この YAMA LIFE CAMPUSは、皆様に今よりもっと自由

に、山を愉しんでいただきたいとの想いから、YAMAPとクラブツーリズムが

共同で企画した登山ステップアップスクールです。 

いわゆるコロナ禍という状況ではありますが、山に行けることの喜びや充

実感を最大化させるために、実地講習の前後でオンライン講座を行いながら、

講師や仲間と共に考え、共に学ぶ 3 ヶ月間のプログラムとなっています。

YAMA LIFE CAMPUSを卒業した先に、皆様の充実した山ライフが広がって

いくことを切に願っています。 

 

 

 



■出発日・ご旅行代金（おひとり）

※「クラブツーリズム」の旗を目印にご集合ください
※集合場所にはトイレがありませんので駅構内などでお済ませの上、ご集合
ください

■ご案内  

■交通機関等の座席について：旅行中の利用交通機関（バス・飛行機・その
他）および座席の指定された施設のお席割は団体旅行の円滑な運営を図るた
め当社にご一任いただきます様お願い申し上げます。また列車の座席につき
ましては、喫煙席をご利用いただく場合があります。
■道路事情等により帰着時間が大幅に異なった場合でも、宿泊、食事、タク
シー代などの負担には応じられませんのでご了承ください。
■道路事情等により目的地までの経路が変更となる場合があります。
■安全のため、バス走行中はシートベルト着用をお願いしております。
■バス車中を皆様が快適にお過ごしいただくために、バス座席のリクライニ
ング使用はご遠慮いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
■禁煙のお願い：バス車内は禁煙とさせていただいております。また相部屋
ご利用にてご宿泊いただく場合も、客室内は禁煙とさせていただきますので、
ご理解、ご協力をお願いいたします。
■ペットを連れてのご参加は、ご遠慮いただいております。
■既往症をお持ちの方、妊婦の方は、医師とご相談の上でご参加ください。
■携帯電話使用についてのお願い：バス車内を含め、団体行動中は緊急時を
除きご使用をご遠慮いただきますようお願いいたします。
■旅行中の飲酒につきましては周りのお客様のご迷惑とならないようご配慮
ください。団体行動に支障をきたす場合、離団いただく場合もございます。
■本コースは募集型企画旅行のため、あらかじめ予定されている帰着場所以
外での下車は原則としてできません。何とぞご了承願います。
■外国人のお客様が同乗される場合は、一部外国語でのご案内をすることも
ございますので予めご了承ください。
■このコースで訪問する観光地では、階段、石畳や段差のある道路、長時間
の徒歩による観光などが含まれており、お客様によっては介助者の同行が必
要となります。なお、添乗員は参加者全員の旅程を管理するために同行して
おり、業務に支障が生じる場合には対応致しかねますので、ご了承ください。

  

●旅行代金には消費税等諸税が含まれております
●最少催行人員：8名
●催行人員に満たないときは、ご旅行が中止になる場合もございます
●この書類は2022年8月1日現在の資料に基づくものです

「ワクチン・検査パッケージ」適用コース／相席あり

Y A M A  LIF E C A M P U S雪山登山編
＜雪山登山初級Ａ＞第2期　第1回　縞枯山

コース番号：R 7 1 2 3

「ワクチン・検査パッケージ」適用コース／相席あり

Y A M A LIF E C A M P U S雪山登山編
＜雪山登山初級Ａ＞第2期　第1回　縞枯山

自分の山ライフに活かせるポイントや気付きをみんなで

シェアして、学びを結びます。

※いずれもW EB会議ツール「ZO O M」を利用します。詳細

は別途Facebookグループ内にてご案内します。

※途中入室も可能です。また、ご参加できない方やオンラ

イン講座の様子を振り返りたい方向けに、オンライン講座

の様子を動画でFacebookグループ上でシェアします。

 　当コースの参加条件　 

■当プログラムは継続してご参加いただくことを前提とし

ております。事前のオンライン講座を必ずご受講の上、ご

参加いただきますようにお願いいたします。

■Facebookグループへのご登録が必要です。詳しくは後述

をご参照ください。

 　感染症対策について　 

■当日の朝にご自宅にて検温を行い、同封の「健康チェッ

クシート」をご記入の上、集合時に添乗員へお渡しください。

なお、体調不良時はご参加をご遠慮ください。よろしくお

願いいたします。

 　Facebookグループ登録のお願い　 

■当プログラムではFacebookグループを立ち上げ、お客様

同士や講師との交流をお楽しみいただいたり、学びを深め

る場として活用したりしています。予めFacebookアカウン

ト作成の上、担当者よりお送りする招待メールに従ってご

登録をお願いします。

 　「ワクチン検査・パッケージ」適用コース　 

当コースは、「ワクチン・検査パッケージ」がご参加条件と

なるご旅行です。詳細につきましては、同封の「ご参加条

件のご案内」をご確認ください。

●ツアーディレクター（添乗員）が同行いたします

●本ツアーは１名様より受け付けとなります

●バスガイドは乗務いたしません

●本ツアーでは未成年の方のご参加はご遠慮ください

●登山ガイドが同行します

■マークの見方
＝（バス）（ＪＲ）（私鉄）（トロッコ電車）（ケーブルカー）（ロープ
ウェイまたはリフト）（水上交通）（航空機）…（徒歩または自由行動）／
食事： （朝食）（昼食）（夕食）（夜食）（弁当）（軽食）（部屋食）
（食事なし）／その他： （オプショナルツアー：別料金）（機内食）

 　魅力のポイント　 

■事前オンライン講座のご案内

・第1回オンライン講座：2月15日（水）

・第2回講座：2月22日（水）

※いずれも19：30～21：00予定

※実地講習に必要な装備や、ルート上の注意点、歩き方の

レクチャーを行います。3 ヶ月間のプログラムを振り返り、

ご旅行パンフレット

■行程

 　集合場所／集合・出発時間（時間厳守）　 

 　旅行企画・実施　 

 
スポーツ旅行センター
〒160-8308 東京都新宿区西新宿６‐３‐１　新宿アイランドウイング
総合旅行業務取扱管理者：田中 佳宏・手塚 求道

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当
者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

 　お問い合わせ　 

スポーツ旅行センター

 03-5323-5566
月～土 9:15～17:30　(日･祝日はお休みさせて頂きます)

【■出発当日の営業時間外　緊急連絡先】　０３－５９９８－２１１１

※ツアーディレクターまたは係員への緊急連絡を取り次いでおります

(月～土)早朝04:00～09:15/17:30～22:00　(日・祝日)早朝04:00～22:00
※次面のご旅行条件も必ず、ご確認ください

●09時20分　現地集合

旅行代金出　発　日

35,000
円

2月25日

JR中央本線・茅野駅（9：20集合）＝北八ヶ岳ロープウェ

イ山麓駅 山頂駅…雨池峠…縞枯山（2403 m）…茶臼山

（2384 m）…五辻…山頂駅 山麓駅＝縄文の湯（入浴）＝

茅野駅（17：30解散予定）※歩行約5.5ｋｍ、約3時間 

日
帰
り



■出発日・ご旅行代金（おひとり）

※「クラブツーリズム」の旗を目印にご集合ください
※集合場所にはトイレがありませんので駅構内などでお済ませの上、ご集合
ください

■ご案内  

■交通機関等の座席について：旅行中の利用交通機関（バス・その他）およ
び座席の指定された施設のお席割は団体旅行の円滑な運営を図るため当社に
ご一任いただきます様お願い申し上げます。
■道路事情等により帰着時間が大幅に異なった場合でも、宿泊、食事、タク
シー代などの負担には応じられませんのでご了承ください。
■道路事情等により目的地までの経路が変更となる場合があります。
■安全のため、バス走行中はシートベルト着用をお願いしております。
■バス車中を皆様が快適にお過ごしいただくために、バス座席のリクライニ
ング使用はご遠慮いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
■禁煙のお願い：バス車内は禁煙とさせていただいております。
■ペットを連れてのご参加は、ご遠慮いただいております。
■既往症をお持ちの方、妊婦の方は、医師とご相談の上でご参加ください。
■携帯電話使用についてのお願い：バス車内を含め、団体行動中は緊急時を
除きご使用をご遠慮いただきますようお願いいたします。
■旅行中の飲酒につきましては周りのお客様のご迷惑とならないようご配慮
ください。団体行動に支障をきたす場合、離団いただく場合もございます。
■本コースは募集型企画旅行のため、あらかじめ予定されている帰着場所以
外での下車は原則としてできません。何とぞご了承願います。
■外国人のお客様が同乗される場合は、一部外国語でのご案内をすることも
ございますので予めご了承ください。
■このコースで訪問する観光地では、階段、石畳や段差のある道路、長時間
の徒歩による観光などが含まれており、お客様によっては介助者の同行が必
要となります。なお、添乗員は参加者全員の旅程を管理するために同行して
おり、業務に支障が生じる場合には対応致しかねますので、ご了承ください。

  

●旅行代金には消費税等諸税が含まれております
●最少催行人員：8名
●催行人員に満たないときは、ご旅行が中止になる場合もございます
●この書類は2022年8月1日現在の資料に基づくものです

「ワクチン・検査パッケージ」適用コース／相席あり

Y A M A  LIF E C A M P U S 雪山登山編
＜雪山登山初級A＞第2期　第2回　黒斑山

コース番号：R 7 1 2 5

「ワクチン・検査パッケージ」適用コース／相席あり

Y A M A  LIF E C A M P U S 雪山登山編
＜雪山登山初級A＞第2期　第2回　黒斑山

※いずれもW EB会議ツール「ZO O M」を利用します。詳細

は別途Facebookグループ内にてご案内します。

※途中入室も可能です。また、ご参加できない方やオンラ

イン講座の様子を振り返りたい方向けに、オンライン講座

の様子を動画でFacebookグループ上でシェアします。

 　当コースの参加条件　 

■当プログラムは継続してご参加いただくことを前提とし

ております。事前のオンライン講座を必ずご受講の上、ご

参加いただきますようにお願いいたします。

■Facebookグループへのご登録が必要です。詳しくは後述

をご参照ください。

 　感染症対策について　 

■当日の朝にご自宅にて検温を行い、同封の「健康チェッ

クシート」をご記入の上、集合時に添乗員へお渡しください。

なお、体調不良時はご参加をご遠慮ください。よろしくお

願いいたします。

 　Facebookグループ登録のお願い　 

■当プログラムではFacebookグループを立ち上げ、お客様

同士や講師との交流をお楽しみいただいたり、学びを深め

る場として活用したりしています。予めFacebookアカウン

ト作成の上、担当者よりお送りする招待メールに従ってご

登録をお願いします。

 　「ワクチン検査・パッケージ」適用コース　 

当コースは、「ワクチン・検査パッケージ」がご参加条件と

なるご旅行です。詳細につきましては、同封の「ご参加条

件のご案内」をご確認ください。

●ツアーディレクター（添乗員）が同行いたします

●本ツアーは１名様より受け付けとなります

●バスガイドは乗務いたしません

●本ツアーでは未成年の方のご参加はご遠慮ください

●登山ガイドが同行します

■マークの見方
＝（バス）（ＪＲ）（私鉄）（トロッコ電車）（ケーブルカー）（ロープ
ウェイまたはリフト）（水上交通）（航空機）…（徒歩または自由行動）／
食事： （朝食）（昼食）（夕食）（夜食）（弁当）（軽食）（部屋食）
（食事なし）／その他： （オプショナルツアー：別料金）（機内食）

 　魅力のポイント　 

■事前オンライン講座のご案内

・第3回講座：3月15日（水）

※19：30～21：00予定

※実地講習に必要な装備や、ルート上の注意点、歩き方の

レクチャーを行います。3 ヶ月間のプログラムを振り返り、

自分の山ライフに活かせるポイントや気付きをみんなで

シェアして、学びを結びます。

ご旅行パンフレット

■行程

 　集合場所／集合・出発時間（時間厳守）　 

 　旅行企画・実施　 

 
スポーツ旅行センター
〒160-8308 東京都新宿区西新宿６‐３‐１　新宿アイランドウイング
総合旅行業務取扱管理者：田中 佳宏・手塚 求道

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当
者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

 　お問い合わせ　 

スポーツ旅行センター

 03-5323-5566
月～土 9:15～17:30　(日･祝日はお休みさせて頂きます)

【■出発当日の営業時間外　緊急連絡先】　０３－５９９８－２１１１

※ツアーディレクターまたは係員への緊急連絡を取り次いでおります

(月～土)早朝04:00～09:15/17:30～22:00　(日・祝日)早朝04:00～22:00
※次面のご旅行条件も必ず、ご確認ください

●09時00分　現地集合

旅行代金出　発　日

30,000
円

3月18日

JR北陸新幹線・佐久平駅（9：00集合）＝車坂峠…トーミ

の頭…黒斑山（2404 m）＝（往路下山）＝車坂峠＝高峰高

原（入浴）＝佐久平駅（17：30解散予定）※歩行約5k m、約

3時間30分 

日
帰
り



■出発日・ご旅行代金（おひとり）

■ご案内  

■奇数参加の場合は相席となります
■交通機関等の座席について：旅行中の利用交通機関（バス・その他）およ
び座席の指定された施設のお席割は団体旅行の円滑な運営を図るため当社に
ご一任いただきます様お願い申し上げます。
■道路事情等により帰着時間が大幅に異なった場合でも、宿泊、食事、タク
シー代などの負担には応じられませんのでご了承ください。
■道路事情等により目的地までの経路が変更となる場合があります。
■安全のため、バス走行中はシートベルト着用をお願いしております。
■バス車中を皆様が快適にお過ごしいただくために、バス座席のリクライニ
ング使用はご遠慮いただきますよう、ご協力をお願いいたします。
■禁煙のお願い：バス車内は禁煙とさせていただいております。
■既往症をお持ちの方、妊婦の方は、医師とご相談の上でご参加ください。
■携帯電話使用についてのお願い：バス車内を含め、団体行動中は緊急時を
除きご使用をご遠慮いただきますようお願いいたします。
■旅行中の飲酒につきましては周りのお客様のご迷惑とならないようご配慮
ください。団体行動に支障をきたす場合、離団いただく場合もございます。
■本コースは募集型企画旅行のため、あらかじめ予定されている帰着場所以
外での下車は原則としてできません。何とぞご了承願います。

  

●旅行代金には消費税等諸税が含まれております
●最少催行人員：5名
●催行人員に満たないときは、ご旅行が中止になる場合もございます
●この書類は2022年8月1日現在の資料に基づくものです

「ワクチン・検査パッケージ」適用コース／相席あり

Y A M A  LIF E C A M P U S雪山登山編
＜雪山登山中級Ａ＞第2期　第３回　燕岳３日間

コース番号：R 7 1 2 7

「ワクチン・検査パッケージ」適用コース／相席あり

Y A M A LIF E C A M P U S雪山登山編
＜雪山登山中級Ａ＞第2期　第３回　燕岳３日間

・第4回オンライン講座：4月26日（水）

・総集編オンライン講座：5月10日（水）

※いずれも19：30～21：00予定

※実地講習に必要な装備や、ルート上の注意点、歩き方の

レクチャーを行います。3 ヶ月間のプログラムを振り返り、

自分の山ライフに活かせるポイントや気付きをみんなで

シェアして、学びを結びます。

※いずれもW EB会議ツール「ZO O M」を利用します。詳細

は別途Facebookグループ内にてご案内します。

※途中入室も可能です。また、ご参加できない方やオンラ

イン講座の様子を振り返りたい方向けに、オンライン講座

の様子を動画でFacebookグループ上でシェアします。

 　ご宿泊施設　 

１日目：中房温泉または有明荘

２日目：燕山荘

※お部屋割りについては当社にご一任ください。山小屋では基本的に相部屋
となります。
※お互いに気持ちよくお過ごしいただくために、付帯施設は譲り合ってきれ
いにご利用ください。

 　当コースの参加条件　 

■当プログラムは継続してご参加いただくことを前提とし

ております。事前のオンライン講座を必ずご受講の上、ご

参加いただきますようにお願いいたします。

■Facebookグループへのご登録が必要です。詳しくは後述

をご参照ください。

 　感染症対策について　 

■当日の朝にご自宅にて検温を行い、同封の「健康チェッ

クシート」をご記入の上、集合時に添乗員へお渡しください。

なお、体調不良時はご参加をご遠慮ください。よろしくお

願いいたします。

 　Facebookグループ登録のお願い　 

■当プログラムではFacebookグループを立ち上げ、お客様

同士や講師との交流をお楽しみいただいたり、学びを深め

る場として活用したりしています。予めFacebookアカウン

ト作成の上、担当者よりお送りする招待メールに従ってご

登録をお願いします。

 　「ワクチン検査・パッケージ」適用コース　 

当コースは、「ワクチン・検査パッケージ」がご参加条件と

なるご旅行です。詳細につきましては、同封の「ご参加条

件のご案内」をご確認ください。

●ツアーディレクター（添乗員）が同行いたします

●本ツアーは１名様より受け付けとなります

●バスガイドは乗務いたしません

●本ツアーでは未成年の方のご参加はご遠慮ください

●登山ガイドが同行します

■マークの見方
＝（バス）（ＪＲ）（私鉄）（トロッコ電車）（ケーブルカー）（ロープ
ウェイまたはリフト）（水上交通）（航空機）…（徒歩または自由行動）／
食事： （朝食）（昼食）（夕食）（夜食）（弁当）（軽食）（部屋食）
（食事なし）／その他： （オプショナルツアー：別料金）（機内食）

 　魅力のポイント　 

■オンライン講座のご案内

ご旅行パンフレット

■行程

 　集合場所／集合・出発時間（時間厳守）　 

 　旅行企画・実施　 

 
スポーツ旅行センター
〒160-8308 東京都新宿区西新宿６‐３‐１　新宿アイランドウイング
総合旅行業務取扱管理者：田中 佳宏・手塚 求道

総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取り扱う取引の責任者です。このご旅行の契約に関し、担当
者からの説明にご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の総合旅行業務取扱管理者にご質問ください。

 　お問い合わせ　 

スポーツ旅行センター

 03-5323-5566
月～土 9:15～17:30　(日･祝日はお休みさせて頂きます)

【■出発当日の営業時間外　緊急連絡先】　０３－５９９８－２１１１

※ツアーディレクターまたは係員への緊急連絡を取り次いでおります

(月～土)早朝04:00～09:15/17:30～22:00　(日・祝日)早朝04:00～22:00
※次面のご旅行条件も必ず、ご確認ください

●13時00分　現地集合

旅行代金出　発　日

85,000
円

4月29日

JR大糸線・穂高駅（13：00集合）＝中房温泉または有明荘

（泊）

※到着後はロープワークの基礎とツェルトの使用法を講

習 

１

有明温泉…燕岳登山口…〈合戦尾根〉…合戦小屋…燕山

荘（泊）

※歩行約4km、約4時間30分 
２

燕山荘…燕岳…燕山荘…合戦小屋…（合戦尾根）…燕岳

登山口…有明温泉（入浴）＝JR大糸線・穂高駅（15：00解散

予定）

※歩行約5.5 ・約4時間30分 

３



YAMAP×クラブツーリズム共同企画 

 

「YAMA LIFE CAMPUS 雪山登山編～」参加料のご案内 

 

この度は、YAMAP×クラブツーリズム共同企画【YAMA LIFE CAMPUS ～雪山

登山編～】にお申込みいただきまして、誠にありがとうございます。 

 当シリーズは、フィールドワーク（ツアー）計３回・オンライン講座計5回の全8回

【総額160,000円(税込)】を通しでご参加いただくことで、雪山の魅力に触れながら、

装備や歩行技術を身につけていただきます。 

ツアー３回分、オンライン講座についての概要は以下の通りですが、ご旅行条件の

詳細は別途パンフレット(契約書面)のご確認をお願い致します。 

 

【フィールドワーク・オンライン講座 詳細】 

第1回：縞枯山 日帰り 

・出発日：2023年2月25日(土) 

・旅行代金（おひとり様）：35,000円(税込)  

※当社旅行業約款上の取消料発生日：2023年2月15日 

第２回：黒斑山 日帰り 

・出発日：2023年3月18日(土) 

・旅行代金（おひとり様）：30,000円(税込) 

※当社旅行業約款上の取消料発生日：2023年3月8日 

第３回：燕岳 3日間 

・出発日：2023年4月29日(土) 

・旅行代金（おひとり様）：85,000円(税込) 

※当社旅行業約款上の取消料発生日：2023年4月9日 

オンライン講座（全5回分） 

・開催日：2023年2月15(水)・22(水)日、3月15日(水)、4月26日(水)、5月10日(水) 

・開催時間：いずれも19:30～21:00 

・受講料（おひとり様）：10,000円(税込) 

※当社イベント約款上の取消料発生日：各開催日の前日から起算して10日前 

※当社旅行業約款に定める特別補償既定の対象になりません。 

※オンライン講座はＷＥＢ会議ツール「ＺＯＯＭ」を利用します。 

 

 

 

 



【ご参加までの流れ】 

Step1. 参加ご希望の方は、エントリーページよりご登録ください。 

Step2. クラブツーリズムよりカリキュラムの詳細をメール等でお送りします。 

Step3. プログラムへのご参加方法は、入学後にご招待するFacebook グループでご案

内します。 

※受講期間中のご連絡はFacebook グループ内で行いますので、受講される方は

Facebook のご登録およびグループへのご参加が必須となります。あらかじめご了承く

ださい。 

【旅行代金・受講料の返金について】 

・オンライン講座につきましては、全5回分の料金となっております。前述の取消料発

生日を過ぎてからの返金はございません。なお、ご都合悪くご参加いただけない場合

は後日、動画ツールにて配信いたします。 

・各実地講習（ツアー）につきましては、台風などの天候や、新型インフルエンザ対

策特別措置法に基づく緊急事態宣言の発令などにより、催行中止になった場合、代替

日を設定してご案内いたしますが、代替日が設定できなかった場合やお客様のご都合

によりご参加いただけない場合は、当該実地講習（ツアー）の前述に定める旅行代金

を返金いたします。 

・お客様のご都合でやむを得ずご参加いただけなくなった場合は、前述の取消料発生

日より、当社旅行業約款に定める取消料を収受し、差額を返金いたします。 

 

 

【問い合わせ先】 

クラブツーリズム株式会社 

テーマ旅行センター 

電話：03-5323-5566 

（営業：月～土 9：15～17：30）※日・祝・GW は休業 

メール：aruku@club-t.com 

 

  

 

 

mailto:aruku@club-t.com

