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
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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。

無料机上講座

予約不要。直接会場にお越し下さい。

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２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。

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９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。

名古屋・大阪地区 無料机上講座

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

入場無料・予約不要直接会場にお越し下さい。

「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
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。

名古屋会場 ４/１１（木） 19：00～20：30
カネジュービル 第３会議室
名古屋市中村区則武
1-2-1 カネジュービル
名古屋駅 新幹線口

徒歩３分

大阪会場 ４/１２（金） 19：00～20：30
阿部野市民学習センター ３階 第２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

ＡＧイベント＋講習会情報
登山のためのテーピング講習会
５月２１日（火） ・ ９月１１日（水） １９：００～２０：３０
場所 ： 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ことがあ
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、テーピングテープを持ってい
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
い講習を受けてみませんか。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。

山道具研究会
アルプスクライミング ＤＡＹ ６月６日（木） １８：３０～
場所 ： キャラバン巣鴨店 参加費 ： 無料
「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。希望があればもちろん購入
も可能です！！

「地図とコンパス」ハイキング
１０月６日（日） １０；００～１５：００頃
場所 ： 高尾山周辺
参加費 ： ￥３，０００．
つきいち机上講座でも人気が高い、地図とコンパスの使い方。
机上講座で学んでも、少しあやふや
な感じでなかなか自分のものになり
ません。やはりフィールドで試してみ
て、初めてしっくりくるものです。高尾
山で地図とコンパスを使いながら、ハ
イキングを楽しみましょう！！

ＡＧストマジナイト
クライミングは定期的に練習すると格段に上達します。
ＡＧ提携の神奈川県・相模原市のクライミングパーク・ストーンマ
ジックで、つき一回のペースでAGストマジナイトを開催します。
ＡＧスタッフを中心に、参加者同士でク
ライミングを楽しみましょう。
クライミングをしながら、今まで行った
山、これから目標にしたい山の話をし
ながら、お互いに目標を立てて、モチ
ベーションを高めましょう！！

４月の開催日は ４月３日（水）です。
５月以降はＡＧホームページ、Faceｂook、Ｔｗｉｔｔｅｒ でご確認下さい。

場所 ： ストーンマジック

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。疲れた方は、キッチンス
タッフが用意したBBQでひとここちついて下さい。

参加費 ： 無料

＊施設の入場料は別途です。直接施設にお支払い下さい。

岩登り体験会＆BBQ
６月９日（日） １０：００～１５：００頃
場所 ： 湯河原・幕岩を予定 参加費 ： ￥３，０００．

＊お申込手続きが必要です。

大阪地区イベント
岩登り体験会 ＆ ＢＢＱ
４/１３（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、なんでもＯＫ。ハーネス等の登
攀用具は全てレンタルします。ちょっとした「スリル」を体験した
後は、バーベキューの懇親会。楽しく、美味しく岩登りの世界を
体験しましょう。

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でご案内致します。

つきいち 無料机上講座
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１０日（水） 「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。

第２回

５月１５日（水） 「山道具の選び方」

正しいウェアーの選び方 レイヤリングの基本、その他

第３回

＊お申込手続きが必要です。

６月０５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２５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２１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１１日（水） 「地図の読み方 その②」

地図とコンパスを使ってみる。

第７回 １０月０８日（火） 「疲れない山歩き」
ペース配分、エネルギー補給、ストックの使い方

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、電話にてご連絡致します。

アドベンチャーガイズ ２０周年感謝パーティー
昨年の１０月２７日で、ＡＧがスタ－トして２０年が過ぎました。
これも皆様にご支援を頂いたおかげです。本当に有難うございました。
私たちの感謝の気持ちを込めまして、１０月１３日にささやかながら、２０周年
感謝パーティーを開催致しました。当日は７０名様を越える方にご参加頂きス
タッフ一同大感激でした。
ＡＧ設立当時の話や、簡単な２０年間の歴史、そして今までの冒険の幾つか
をスライドショーで紹介しながらパーティーを楽しんで頂きました。
その後、いつもＡＧをサポートして頂いている山道具のメーカー各社から協賛
を頂き、クイズやジャンケン大会で大いに盛り上がりました。
おかげさまで、皆様とスタッフが和やかな楽しい時間を過ごすことができまし
た。是非、２５周年には、全国でこのようなパーティができるよう、スタッフ一同
精一杯頑張りますので、今後とも、どうぞよろしくお願い致します。

２０周年記念 アドベンチャーガイズオリジナル 日本てぬぐいプレゼント！
ＡＧ ５周年記念に作った日本手ぬぐい。レアアイテムとしてマニアには人気です(笑）！！
復刻版として２０周年記念オリジナル日本手ぬぐいを作りました。今回は、国内ツアー・講習会の
参加者先着２００名。海外ツアー参加者先着１００名様にプレゼント是非ツアーに参加してゲット
して下さい。
＊ツアー・講習会は有料のもの。お一人様一回限りとさせて頂きます。

ＡＧオリジナル

Ｎｅｗ ＢＵＦＦ 販売開始！

ＡＧ設立５周年ではＴシャツと日本手ぬぐい、１０周年でもＴシャツ、１５周年ではＡＧらしく、山
で使えるGoodｓということでBUFFを作ったところ、非常に人気が高く直ぐに売り切れました。
「是非、もう一度作って！！」とのリクエストにお答えして、２０周年記念もBUFFを作りました。
今回は色を変えて、グリーン系、ピンク系の２色。もちろんデザインは、ＡＧオリジナル。
夏山、冬山、バックカントリーを問わず、どんな山行にもＯＫ。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。値段は￥２，５００．（税込）。通販も可能です。送料は￥３
６０．ですが、２枚以上のオーダーは送料をサービス。トータルで２００枚の限定販売中。
今回も早い者勝ちです。電話、メールにてご連絡下さい！！

ＡＧ関係の書籍
エベレスト登れます
ぼくは冒険案内人

近藤謙司

産業編集センター ￥１，３００．

近藤謙司

山と渓谷社
￥１，４００．
＊Kindle版もございます。

アドベンチャーガイズが設立されて、
20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！！

好評販売中

ゆっくりたのしむ山歩き

古谷聡紀

永岡書店

初歩の初歩から解説しています。なぜ、そのよう
になるのか、なぜそのようにすべきなのかにポイ
ントをおいて、解りやすく説明しています。ベテラ
ンの登山者も原点に返って読んでみて下さい。
近くの書店で手に入らない方は、ＡＧでも販売して
います。郵送も致しますので、ご一報下さい。

山ガールネット＆ AG コラボ企画
山ガール・海外登山＆トレッキングセミナー
４/２５（木）１９：００ 渋谷区文化総合センター大和田
海外だからって難しい上級コースばかり
ではありません。海外にだって初心者は
いるのです。海外にチャレンジするには、
どのくらいの技術や体力で歩けるの？ ど
んな道具が必要？ 山小屋でシャワーが
浴びれるの？ 色々な疑問をビジュアル
を使って解説します。 （入場無料）
＊ＪＲ渋谷駅西口より、徒歩5分です。

これらのイベント、ツアーの詳細は、 「山ガールネット
ホームページ」をご覧下さい。 http://yamagirl.net

￥１，２００．

初めてのヨーロッパアルプス ツール・ド・モンブラン１０日間
アルプスを代表するトレッキングルートで、初心者向け
のコースを選びました。氷河を抱く雄大な山々と高山植
物を楽しみながらのんびり歩きます。日本人女性ツアー
リーダーも同行します。８/１６（金）夜発 ￥３９８，０００．
憧れのピークへ キリマンジャロ登頂と動物サファリ１０日間
アフリカ大陸最高峰。森林地帯、潅木滞、砂礫、氷河と熱
帯から寒帯に移り変わるような変化に富んだ景色の中を女
性向けのゆっくりペースで登る、少人数制の安心ツアー。
サファリも楽しみます。 ９/２０（金）夜発 ￥５３５,０００．
コンパクトな日程で海外登山 台湾・玉山登頂４日間
台湾最高峰。標高３９９７ｍで富士山より高い山に登り
ます。登山は１泊２日でレベルは富士山と同等。登山後
は温泉に泊まったり、台北の観光や台湾ならではのグ
ルメも楽しみます。
１１/２（土）発 ￥２３５，０００．

女性限定

「ココヘリ」
知ってますか？
万一、山で遭難した時、現
在地を簡単に知らせること
が出来れば、素早い救助が
可能です。
一刻を争うときに、強い味
方になってくれるのが、こ
の「ココヘリ」システム。
１日あたり１０円のコスト
で、大きな安心を得ること
ができる、山岳登攀はもち
ろん、一般ハイカーなど、
全ての山歩きをする人の必
須のアイテムです！！
現 在、Ａ Ｇ 20 周 年 キ ャ ン
ペーン実施中。
入会時に、ココヘリサイト
内で山道具の購入に使える
ポントが、通常３,６５０Pt
プレゼントのところ、AG
スペシャルで20,000Ptプ
レゼント中。色々なものが
お安く手に入ります。
今 が 入 会 の チ ャ ン ス！！
左のＱＲコードにアクセス
して下さい。

首都圏最大級のクライミングジム「ストーンマジック」。ボルダリングはもちろん、
トップロープ、リードクライミング、そして登山靴でも登れるアルパインピナクルなど、
多様なクライミングが楽しめるクライミングパークです。
昨年から、ＡＧとストーンマジックが提携。ＡＧで冒険にチャレンジする人のためのトレーニング施設として、色々な講習会、イベントな
どを一緒に行っています。ＡＧスタッフやAGガイドチームも、頻繁に顔を出しています！！
是非、日々のトレーニングや天気が悪くて岩場に行けない日など、ストーンマジックに遊びに来て下さい。

ＡＧ割引 タイトロープ読者は、会員登録料（￥１，０００．）が無料となります。 （この冊子をご提示ください。）
〒252-0234 神奈川県相模原市中央区共和3-10-20
TEL.042-704-2340／FAX.042-704-2341
○JR 横浜線、淵野辺駅より 徒歩15分
○小田急線相模大野駅より 相02「相模原駅」行バスで「共和」バス停より徒歩2分
○駐車場もあるので、車でのご来場も可能です。

お申込み・お問合せ・・・

ストーンマジック
ホームページ

http://stonemagic.jp/

株式会社アドベンチャーガイズ

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋4-5-4山和ビル３階

ＴＥＬ：０３－５２１５－２１５５
e-mail info@adventure-guides.co.jp
旅行企画・実施 ㈱アドベンチャーガイズ

ＦＡＸ：０３－３２８８－３２１１
Home Page http://www.adventure-guides.co.jp

観光庁長官登録旅行業第１７１３号 日本旅行業協会（ＪＡＴＡ）正会員

