
2017 年 6 月 25 日～7 月 3 日特別企画書                  2017/03/21 園田憲章 

    利尻山・礼文岳・十勝岳・大雪旭岳 登山組計画書  

             (1719m)    (490m)    (2077m)    (2290m) 

        登山口(210m)      (5m)     (930m)     (1600m)                

栄寿会山歩き同好会では２００６年６月に北海道の山々に登っているが、北海道の希望が多く、今回は日本

最北端の島々・利尻島の利尻山・礼文島の礼文岳・中央部の十勝岳・北海道最高峰の旭岳を登ります。 

少し長いですが八泊九日の計画になりました。 

登山中心の登山組と麓の山歩きと観光を組み合わせた散策組に区分して行動したいと思います。 

           皆様の希望や御意見をお聞かせください。 

予定日   2017 年 6 月 25 日(日)～7 月 3 日(月)  八泊九日 

   

新日本海ﾌｪﾘｰ往復料金：ﾂｰﾘｽﾄ A@19140／一人  車搭載料金：６２７４０円／一台 

一人当たり約 54000 円～35000 円（４名の場合）   今年の割引パック旅行は未発表 

費用概算  往復：高速料１万２千円 ：ガソリン代 ２万円  合計 約３万２千円  1000Km として 

       交通費 ８千円／一人（４名の場合）         旭岳ﾛｰﾌﾟｳｪｰ往復@2900 円 

       宿泊費他 六泊 約５万８千円                  利尻･礼文ﾌｪﾘｰ@2200+@780+@1980 

合計費用 約１０万９千円          ｱﾙｺｰﾙ代・ﾌｪﾘｰ食事･八日間の昼食代は含まず 

宿泊場所  下記の通り 

概算スケジュール 

一日目 JR 長岡京（21 時 00 分）乗用車⇒長岡京 IC⇒1H24M 95.0Km @2120⇒東舞鶴 IC⇒舞鶴港 24.30 

（泊）「フェリー内」  新日本海ﾌｪﾘｰ大阪予約ｾﾝﾀｰ 06－6345－2921  

 二日目  ⇒小樽港着 20.45⇒2H13M171.1Km @3180⇒旭川市内 ﾎﾃﾙ着遅くなる 23.30 頃 

     （泊）旭川「東横ｲﾝ旭川駅東口」0166－25－2405         @6300    ↓車はﾌｪﾘに搭載しない 

三日目 宿⇒旭川⇒4H40M 244.3Km @810⇒旭川北 IC･土別剣淵 IC･R40⇒稚内港⇒15.30 ﾌｪﾘｰ 17.10⇒ 

利尻島･鴛泊 （泊）利尻島・旅館「雪国」0163－82－1046  @9000 円 

四日目 宿⇒利尻山往復登山のみ 早朝４時出発(宿) 連泊焦らずに登る     総合時間 約１１時間３０分 

（泊）連泊  ・旅館「雪国」              0163－82－1046  @9000 円 

五日目 宿⇒利尻⇒10.05 ﾌｪﾘ 10.45⇒礼文･香深 礼文岳往復登山 総合時間約４時間００分+桃岩ｳｵｰｷﾝｸﾞ                                 

（泊）礼文島民宿「はな心」              0163－86－1648  @10800 円 

六日目 宿⇒礼文･香深⇒8.45 ﾌｪﾘｰ 10.40⇒稚内⇒5H53m 303.3Km @810⇒R40 内陸部⇒白金温泉 

    （泊）白金温泉「湯元白金温泉ﾎﾃﾙ」       0166－94－3333  @10800 

 七日目 宿⇒十勝岳往復登山 ⇒旭岳温泉                                総合時間 約８時間３０分 

（泊）旭岳温泉「湯元湧駒荘」秘湯       0166－97－2101 ＠13000 

八日目 宿⇒大雪旭岳往復登山⇒2H10M224.8Km@3300⇒ﾌｪﾘｰ乗船 23.30   総合時間 約５時間３０分 

（泊）「フェリー内」           

九日目  ⇒舞鶴港 21.15⇒東舞鶴 IC⇒長岡京 IC⇒長岡京 23.00 

登山ルート                             登山時間は「昭文社」山と高原地図より 

四日目 利尻山往復       五日目 礼文岳往復     七日目 十勝岳往復       八日目大雪旭岳往復 

歩行時間９時間００分    歩行時間３時間５０分  歩行時間６時間５５分     歩行時間４時間２５分 

210m 利尻北麓野営場       5m 内路登山口      930m 望岳台登山口      1600m すがたみ山頂駅 

  ↓   ９０分          ↓   ６０分         ↓  ６０分             ↓  ２０分 

750m 第一見晴台六合目   220m 分岐点         1250m 雲の平分岐        1660m 旭岳石室 

   ↓  １１０分          ↓  ７０分       ↓ １０５分             ↓  

1218m 長官山八合目       490m 礼文岳頂上     1700m 昭和火山口           ↓ 

   ↓  １３０分          ↓  ５０分       ↓  ８０分             ↓ １５０分 

1719m 利尻山頂上        220m 分岐点        2077m 十勝岳頂上        2290m 旭岳頂上 

   ↓    ８５分            ↓  ５０分          ↓  ５０分             ↓  ８０分 

 1218m 長官山八合目         5m 内路登山口     1700m 昭和火山口            ↓ 

↓    ７０分                                  ↓  ７０分             ↓    

750m 第一見晴台六合目  下山後時間があれば   1250m 雲の平分岐        1660m 旭岳石室 

↓    ５５分          桃岩ｳｵｰｷﾝｸﾞｺｰｽ          ↓   ５０分             ↓   １５分 

210m 利尻北麓野営場      約２時間            930m 望岳台登山口      1600m すがたみ山頂駅                 

  

 



 利尻山は非常に厳しい上級ｺｰｽ・十勝岳は程々で中級ｺｰｽ・旭岳は初級ｺｰｽです。自分の体調で判断して選ん

でください。礼文岳は入門ｺｰｽで登山組と観光組一緒に登ります。日により登山組･観光組変更可能です。 

利尻山・十勝岳・大雪旭岳は深田久弥の日本百名山です。礼文岳は岩崎元郎の新日本百名山です。 

 観光組は下記の山々の山行と観光をします。 

    利尻ポン山・礼文岳・十勝岳避難小屋・大雪姿見の池  散策組 

                (444m)      (490m)       (1320m)           (1675m) 

          登山口(210m)        (5m)        (930m)            (1600m) 

    利尻ポン山 利尻山展望の山 下山後に利尻島一周観光ができれば最高 

    礼文岳 日本最北端の山・利尻山展望の山。礼文島は花の浮島･高山植物の宝庫(桃岩ｳｵｰｷﾝｸﾞｺｰｽ)へ 

  十勝岳避難小屋 荒涼とした溶岩流の中を登る、少々日本離れした景色 下山後･美瑛富良野観光に期待 

  大雪姿見の池 景色は抜群・池と旭岳と噴煙を見ながら周遊 下山後･天人峡 最後は小樽観光を 

   

概算スケジュール 

一日目  登山組と同一スケジュール移動のみ 

舞鶴港へ 

 二日目  登山組と同一スケジュール移動のみ 

 フェリー下船後旭川へ ﾎﾃﾙ着少し遅くなるが、翌日の宗谷岬観光の為 

三日目  登山組と同一スケジュール移動のみ 旭川⇒稚内から利尻島へ 

 日本最北端の宗谷岬観光 約２時間必要 

四日目   宿⇒利尻北麓野営場まで同一(別の時間帯で) 利尻ポン山往復登山 総合時間 約２時間３０分 

             下山後どうするか検討中 甘露泉(名水 100 選) 利尻島一周観光？ 宿で登山組と合流 

五日目   礼文岳往復登山 登山組と同一スケジュール 

 下山後是非行きたい 桃岩展望台ｳｵｰｷﾝｸﾞｺｰｽ約２時間 

六日目  登山組と同一スケジュール移動のみ 稚内から白金温泉へ 

 ゆっくりのんびりの１日 

 七日目  宿⇒望岳台登山口まで同一   十勝岳避難小屋 往復登山      総合時間 約２時間３０分 

下山後は美瑛拓真館・富良野･ﾌｧｰﾑ富田･日の出公園･彩香の里等の観光⇒旭岳温泉で合流 

八日目  宿⇒すがたみ山頂駅まで同一  大雪姿見の池周遊と観光･移動   総合時間 約１時間００分 

             下山後どうするか検討中  天人峡･敷島の滝(100 名瀑)･羽衣の滝 etc ﾛｰﾌﾟｳｪｰ下駅で合流 

九日目  登山組と同一スケジュール移動のみ フェリーで長岡京へ 

 

四日目 ポン山往復      五日 礼文岳目往復        七日目 十勝岳非難小屋往復  八日目 大雪旭岳往復 

 歩行時間２時間００分    歩行時間３時間５０分    歩行時間２時間１０分     歩行時間５０分 

210m 利尻北麓野営場      5m 内路登山口          930m 望岳台登山口      1600m すがたみ山頂駅 

  ↓   １０分          ↓   ６０分          ↓  ６０分             ↓  ２０分 

280m 甘露泉分岐        220m 分岐点             1250m 雲の平分岐        1660m 旭岳石室 

   ↓  １５分        ↓   ７０分          ↓   １０分             ↓  １０分 

410m 子ポン山分岐      490m 礼文岳頂上         1320m 十勝岳非難小屋    1675m 噴気活動展望台 

   ↓  １５分         ↓   ５０分          ↓  １０分             ↓  １０分 

444m ポン山頂上       220m 分岐点            1250m 雲の平分岐        1630m 夫婦池 

   ↓  ３５分       ↓    ５０分              ↓  ５０分             ↓  １０分 

  413m 子ポン山頂上        5m 内路登山口          930m 望岳台登山口     1600m すがたみ山頂駅 

      ↓    ３５分        

  280m 甘露泉分岐       下山後時間があれば         美瑛・富良野観光         天人峡観光 

      ↓    １０分       桃岩ｳｵｰｷﾝｸﾞｺｰｽ                                      小樽観光 

  210m 利尻北麓野営場     約２時間 

                                              

注意事項 

 宿の予約は早い目に予約・@確認    下記の宿は送迎確認してください、不可の時は別の宿を探す 

 利尻島の宿は連泊 鴛泊港への送迎・利尻北麓野営場への送迎(早朝４時００分送り可能か) 

 礼文島の宿    香深港への送迎・礼文岳登山口･内路への送り・内路から桃岩展望台ｺｰｽ入口への送り

と下山口への迎え 

参加予定者は、園田まで連絡下さい。3 月末までに、Ｅメールまたは携帯電話 090-3493-1311 で連絡のこと 


