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❶世界遺産の醍醐味が味わえる全6コース！
❷初心者の方でも歩きやすいゆったりペース！
❸初心者の方、お一人様のご参加大歓迎！
❹１回のみのご参加大歓迎！
❺全コース現地語り部とツアーリーダーが２名以上同行！

祈りの古道を訪ねて
世界遺産『紀伊山地の霊場と参詣道』を歩く～

紀伊山地の霊場と参詣道
紀伊半島の大部分を占める紀伊山地には、標高1,000ｍ～
2,000ｍ級の山々が連なり、年間を通して降り注ぐ豊かな雨水
によって深い森林が育まれています。そして、古来より紀伊山
地は神々が鎮まる神聖な場所として信仰を集めてきました。の
ちに大陸より伝来した仏教も、この地を「浄土」に見立て修行
の場としました。その結果、紀伊山地には、「熊野三山」「高野
山」「吉野・大峯」の三つの霊場とそこに至る参詣道が生まれ、
多くの人々が訪れることとなりました。このように日本古来の自
然崇拝に基づく神道と、渡来した仏教が融合した神仏習合の宗
教観により形成された文化的景観が評価され2004年にユネ
スコ世界遺産に登録されました。

　 体力度
体力1【初級】
体力2【一般】

　歩行時間 休憩時間を含まない、およその1日の歩行時間。
天候や登山道の状況により変更になる場合があります。

　獲得標高 1日の行動中に登り下りする標高差の合計

歩行時間／獲得標高差

4時間以内／700m以内
4時間以上／700～1,500m程度

　 技術度
技術1【初級】

歩行レベルのご案内

登山装備と服装のご案内
身に付けるものは化繊かウールのもので速乾性があるものをご用意ください。

コース中の危険箇所の有無

整備された場所、危険箇所の少ない整備された道
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技術１体力１日帰り 技術１体力２２日間

弘法大師空海が高野山を開創した際に表
参道として切り拓いた「高野山町石道」の矢
立から約6Kmの道のりを歩いて高野山山
上を目指します。最初に立寄る丹生都比売
神社やゴールの壇上伽藍は世界遺産にも
登録されています。最後は奥之院でお参り
して旅を締めくくりましょう。

◉歩行距離/6km　◉歩行時間/2.5時間
◉獲得標高/100m　◉食事/昼１（弁当）

【スケジュール】
姫路（7：30）神戸（8：45）＝丹生都比売神社＝【矢立・・・袈裟掛石・・・押上石・・・四里石・・・
大門・・・壇上伽藍】＝奥の院＝神戸（18：30）姫路（19：45）

【出発日】 4/7（水）
【旅行代金】 大人お１人様 14,800円 町石道

熊野古道の中でも人気の高い中辺路を分
割して歩きます。熊野三山の聖地の始まり
「滝尻」から急坂を登り眺望の良い「高原」ま
でと、高原から尾根沿いの美しい古道を通
り熊野詣の宿場としてにぎわった近露の里
までを歩きます。

◉歩行距離/①約4km ②約9km　◉歩行時間/①約2時間 ②約5時間
◉獲得標高/①200m ②300m　◉食事/朝１・昼１（弁当）・夕１　◉宿泊/川湯みどりや

【スケジュール】
❶姫路（7：30）神戸（8：45）＝自由昼食＝【滝尻王子・・・高原】＝川湯温泉(泊)
❷川湯温泉＝【高原・・・近露】＝【熊野本宮大社・・・大斎原】＝神戸（19：00）姫路（20：15）

【出発日】 5/11（火）
【旅行代金】 大人お１人様
  （2名1室・男女別相部屋） 39,800円
　※1名1室利用は6,000円アップ

牛馬童子
©熊野本宮観光協会

熊野古道
写真提供：公益社団法人 和歌山県観光連盟

【高野山町石道】 【中辺路①　滝尻～高原～近露】

◉添乗員：同行　◉最少催行人員：15名
◉利用予定バス会社：あいおい観光バス
※人数によってマイクロバス・小型・中型を利用する場合があります。
※拝観料は別途お客様の負担となります。
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国内旅行条件（要旨）※詳しい旅行条件書を書面にてご用意しております。必ず事前に内容をご確認の上、お申し込みください。　※詳しい旅行条件書を書面にてご用意しております。必ず事前に内容をご確認の上、お申し込みください。　

お申し込みのご案内

①21日目に当たる日以前の解除
②20日目に当たる日以降の解除（③～⑦を除く）
③10日目に当たる日以降の解除（④～⑦を除く）
④7日目に当たる日以降の解除（⑤～⑦を除く）

⑤旅行開始日の前日の解除
⑥旅行開始当日の解除
⑦無連絡不参加又は旅行開始後の解除

国内旅行契約の解除期日
取 消 料（お一人様）

日帰り旅行他
無料
無料

旅行代金の20%
旅行代金の30%
旅行代金の40%
旅行代金の50％
旅行代金の100%

宿泊付旅行
無料

旅行代金の20%
旅行代金の20%
旅行代金の30%
旅行代金の40%
旅行代金の50％
旅行代金の100%

旅
行
開
始
日
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前
日
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ら
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神戸新聞興産株式会社（以下「当社」）の募集型企画旅行はこの紙面に掲載されている
条件の他、後日お送りする案内状記載の条件及び観光庁認可の当社旅行業約款（募
集型企画旅行契約の部）によります。
●お申し込み・お支払い／お電話でお申し込みを受け付けますと、当社より振込案内をお
　送り致しますので、その案内に従って所定の期日までに旅行代金又はお申込金をお振
　込み下さい。旅行契約は、当社が旅行代金又はお申込金を受領した時に成立します。
　また、出発日の7日前には最終ご案内状を郵送致します。（日帰りの場合は第1回目の
　ご案内状が最終のご案内状となります。）旅行代金の残額は、旅行開始日の前日から
　起算して14日目に当たる日より前にお支払い下さい。お申し込み金は旅行代金、取消
　料又は違約料の一部として取り扱います。
●旅行代金に含まれるもの、含まれないもの／旅行代金には旅行日程に示した運送、宿
　泊、食事、観光料金とそれに対しての消費税を含んでいますが、個人的な費用は一切
　含まれておりません。
●旅行の中止・変更／運輸機関の都合及び天災など当社の管理できない事由により旅
　行の取消又は旅程の変更または中止をする場合がございます。また、各コースの参加
　者が最少催行人員に満たない場合は、国内旅行の場合出発日の13日前（日帰りの場
　合は3日前）までに変更をお願いすることがあります。またお預かりしている旅行代金は
　全額ご返金します。（海外は別途ご確認下さい）
●当社による旅行契約の解除／aお客様が所定の期日までに旅行代金を支払わないと
　き。その時は、当該期日の翌日においてお客様が契約を解除したものとみなし、後記に
　定める違約料をいただきます。bお客様があらかじめ明示した旅行参加条件を満たして
　いないことが判明したとき。cお客様が病気その他の事由により旅行に耐えられないと

　認められるとき。dお客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、団体行動の円滑な実施を妨げ
　る恐れがあると認められるとき。
●違約料・取消料等／お客様のご都合によりお申し込み後に取消・変更をされる場合に
　は、下表の取消料をいただきます。お取消・ご変更は当社営業日の営業時間内にご連
　絡下さい。

●責任及び免責に関する事項／当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は手配代
　行者が故意または過失によりお客様に損害を与えた場合には、お客様が被られた損害
　を賠償します。但し損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった
　時に限ります。また荷物の損害に関してはお客様お一人につき最高15万円を限度と
　し、その損害発生の翌日から起算して14日以内に当社に対して通知があった場合に限
　ります。尚、天災地変・戦乱・暴動、運輸機関の遅延、不通などの不可抗力によるもの、
　盗難・傷害などでお客様の故意または過失によるもの、自由行動中の事故、食中毒に
　対してはその賠償の責を負いません。また、お客様の故意または過失、及び法令及び公

　序良俗に反する行為によって当社が損害を受けた場合には、当社はお客様より損害
　の賠償を申し受けます。
●特別補償／当社は当社の責任が生ずるか否かを問わず特別補償規程で定めるところ
　により、お客様が募集型企画旅行参加中に急激かつ偶然な外来の事故によりその生
　命・身体または手荷物の上に被った一定の損害について、あらかじめ定める額の補償
　金及び見舞金を支払います。
●添乗業務等／a添乗員等が行う添乗業務内容は、原則としてあらかじめ定められた旅
　行日程上必要な業務とします。b添乗業務を提供する時間は原則として午前8時から午
　後8時までとします。c旅行日程を円滑に実施するためお客様は添乗員の指示に従って
　いただきます。
●小人料金の適用／特に明示のない場合は、満6才以上12才未満です。
●季節やご人数により、一部料理内容や器等が写真と異なる場合がございます。あらかじ
　めご了承下さい。
●このチラシに記載の旅行の旅行条件及び旅行代金は、このチラシの発行日を基準に
　致しております。
●お客様に安心してご旅行いただくために、国内旅行傷害保険に加入されることをおす
　すめします。

■個人情報の取り扱いについて
①神戸新聞興産株式会社（以下「当社」）は、ご旅行お申し込みの際にご提出いただく個人情 
　報について、お客様との間の連絡、お申し込みいただいたご旅行における運送・宿泊機関等
　の提供するサービスの手配及び受領のための手続きに必要な範囲で当該機関及び手配代
　行者に提供致します。
②当社が取り扱うサービス・商品に関する情報をお客様に提供させていただく事があります。
③上記のほか、当社の個人情報の取り扱いに関する方針については、当社の店頭または、ホー
　ムページ（http://www.kpt.jp/）でご確認下さい。

●旅行企画・実施
神戸新聞興産株式会社

〒650-0044　神戸市中央区東川崎町1丁目5-7　神戸情報文化ビル
営業時間／月～金 9:30～17:00  土・日・祝休み

観光庁長官登録旅行業第1084号
日本旅行業協会正会員 
総合旅行業務取扱管理者／山田 陽介

お申し込み・
お問い合わせ

技術１体力１２日間 技術１体力２２日間

祈りの古道を訪ねて
世界遺産『紀伊山地の霊場と参詣道』を歩く～

中辺路で最も訪れる人の多い近露から熊瀬川ま
でと、発心門から熊野本宮大社までを歩きます。
2日目のスタート「発心門王子」は熊野本宮大社
の神域の入り口とされ神聖な雰囲気が気持ちを
引き締めます。最後は熊野本宮大社でお参りを
しましょう。

◉歩行距離/①約8km ②約8km　◉歩行時間/①約4時間 ②約3時間
◉獲得標高/①250m ②200m　◉食事/朝１・昼１（弁当）・夕１　◉宿泊/川湯みどりや

【スケジュール】
❶姫路（7：30）神戸（8：45）＝自由昼食＝【近露・・・熊瀬川】＝川湯温泉(泊）
❷川湯温泉＝【発心門・・・熊野本宮大社・・・大斎原】＝神戸（19：00）姫路（20：15）

【出発日】
6/8（火） 伏拝

©田辺市観光振興課

1日目に熊野本宮大社と湯の峰温泉を結ぶ「大
日越」を、2日目は「大雲取越・小雲取越」のひと
つ「小雲取越」を歩きます。アップダウンの激し
い箇所もありますが、頑張って登りついた先に
「百閒ぐら」などの絶景ポイントもあり景観も楽
しめるコースです。

◉歩行距離/①約4km ②約10km　◉歩行時間/①約1.5時間 ②約5時間
◉獲得標高/①200m ②400m　◉食事/朝１・昼１（弁当）・夕１　◉宿泊/川湯みどりや

【スケジュール】
❶姫路（7：30）神戸（8：45）＝自由昼食＝【湯の峯温泉（つぼ湯）・・・<大日越>・・・大斎原・・・熊野
本宮大社】＝川湯温泉(泊)
❷川湯温泉＝【小和瀬渡し場跡・・・<小雲取越>・・・請川】＝神戸（19：00）姫路（20：15）

【出発日】
9/14（火） 小雲取越から熊野川を望む

©熊野本宮観光協会

【中辺路②　近露～熊瀬川、発心門～熊野本宮大社】 【中辺路③　大日越・小雲取越】

技術１体力２２日間 技術１体力２２日間

かつての巡礼者は、中辺路を経て熊野本宮大社に
たどり着いた後、舟で熊野川を下り熊野速玉大社
を訪れ、そして熊野那智大社を巡ってから「大雲取
越」「小雲取越」を使って熊野本宮大社に戻ったそ
うです。今回は雲の中を進むような道が続く「大雲
取越」を歩きます。

◉歩行距離/約14km　◉歩行時間/約5時間
◉獲得標高/500m　◉食事/朝１・昼２（うち弁当１）・夕１　◉宿泊/花いろどりの宿 花游

【スケジュール】
❶姫路（7：30）神戸（8：45）＝昼食＝熊野本宮大社・・・大斎原＝熊野速玉大社・神倉神社＝
　補陀洛山寺＝勝浦温泉(泊）
❷勝浦温泉＝【青岸渡寺・熊野那智大社・・・<大雲取越>・・・小口】＝神戸（19：00）姫路（20：15）

【出発日】
10/19（火）

大雲取越

1日目は、熊野本宮大社にお参りし、2日目は弘
法大師空海が開いた聖地・高野山から険しい山
中を越えて熊野に至る「小辺路」を歩きます。今
回歩く果無集落はその眺望から「天空の郷」と呼
ばれ、美しい日本の原風景が広がります。

◉歩行距離/約10km　◉歩行時間/約5時間
◉獲得標高/800m　◉食事/朝１・昼２（うち弁当１）・夕１　◉宿泊/川湯みどりや

【スケジュール】
❶姫路（8：00）神戸（9：15）＝昼食＝谷瀬の吊り橋＝【熊野本宮大社・・・大斎原】＝川湯温泉(泊)
❷川湯温泉＝【蕨尾バス停・・・登山口・・・<小辺路・果無越>・・・八木尾バス停】＝神戸（19：00）
姫路（20：15）

【出発日】 11/24（水）

果無峠越の道
©熊野本宮観光協会

【中辺路④　大雲取越】 【小辺路　果無越】
 奈良県
和歌山県

【旅行代金】 大人お１人様
（2名1室・男女別相部屋）39,800円
※1名1室利用は6,000円アップ

【旅行代金】 大人お１人様
（2名1室・男女別相部屋）39,800円
※1名1室利用は9,000円アップ

【旅行代金】 大人お１人様
（2名1室・男女別相部屋）39,800円
※1名1室利用は6,000円アップ

【旅行代金】 大人お１人様
 （2名1室・男女別相部屋）39,800円
  ※1名1室利用は6,000円アップ
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