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2019 春のイベントガイドツアー
ペンションウッドチャックの

2019 春のイベントガイドツアー
 ペンション　ウッドチャックの
オーナーが季節に合わせて選んだ
蔵王のおすすめコースをご案内す
るイベントガイドツアー。
催行人数の制限はありますが
参加費はお一人様でも参加しやす
いイベント価格で設定させていた
だきました。

「日程が合わない」、「仲良しグループで
歩きたい」という方は貸切りのガイド
ツアーもございます。

ノルディックウォーキングノルディックウォーキング

トレッキングトレッキング

青麻山コース　　︓約 5.0km/5.0h（休憩含む）
熊野岳コース　　︓約 5.5km/3.5h（休憩含む）
芝草平コース　　︓約 6.5km/5.0h（休憩含む）
南蔵王縦走コース︓約 11.0km/7.0h（休憩含む）

野鳥の森コース　︓約 4.0km/2.5h（休憩含む）
北原尾コース　　︓約 5.0km/2.5h（休憩含む）
七日原高原コース︓約 6.0km/2.5h（休憩含む）

ガイドツアーガイドツアー

4月15日（月）

青麻山　2019 春

青麻古道を歩いて青麻山を横断します
日帰り参加￥3,600、宿泊パック￥11,600
催行：3名～ 8名

4月14日（日）

水芭蕉の森とお花見
ノルディックウォーキング
水芭蕉の森をご案内するランチ付きツアー
日帰り参加￥3,200、宿泊パック￥11,200
催行：3名～ 9名

5月14日（火）

南蔵王　雪原歩き

蔵王の雪原を歩くお日様が眩しいツアー
日帰り参加￥4,000、宿泊パック￥12,000
催行：3名～ 8名

5月20日（月）

熊野岳　2019 春

登山デビューにおすすめのツアー
日帰り参加￥4,000、宿泊パック￥12,000
催行：3名～ 8名

6月11日（火）

のんびり芝草平ピストン
2019 春

高山のお花を楽しみながら歩く登山ツアー
日帰り参加￥4,000、宿泊パック￥12,000
催行：3名～ 8名

6月17日（月）

南蔵王縦走　2019 春

お花あり絶景ありの蔵王一番人気のコース
日帰り参加￥5,000、宿泊パック￥13,000
催行：3名～ 8名



    
徒歩距離／時間／体力レベル
    水芭蕉の森 1km+松川沿い 4km／ 2.5 時間（休憩含む）／★☆☆☆☆

タイムスケジュール
    09:00 受付け≫コース説明≫準備体操≫車移動≫水芭蕉の森≫09:45 ツアースタート≫

水芭蕉の森散策≫車移動≫松川サイクリングロードNW≫車移動≫ウッドチャック 12：00

料金・お支払
日帰り参加（ランチ付）： ￥3,200  宿泊パック（1泊 3食付き）：￥11,200

料金に含まれるもの

    ガイド料、コース間の送迎、保険代、昼食、宿泊パックは朝夕食付き 1泊宿泊代、税

料金に含まれなもの

    集合場所までの交通費

参加条件

    小学生以上。4km以上楽しく歩ける体力のある健康な方

催行人数

    3 名 ~9 名

集合・解散

    ウッドチャック集合 9時 00 分、14 時解散予定
    所在地： 〒989-0916 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉七日原 1-236

持ち物

    飲物、ウォーキングに適した服装、靴、ノルディックウォーキング専用ポール（レンタル有）、雨具

申込み締切

    3 日前までにご予約下さい。

申込み・問合せ

    ペンション　ウッドチャック　☎ 0224-34-3627　　info@woodchuck.jp

水芭蕉の森とお花見ノルディックウォーキング

春の訪れを感じに水芭蕉の森を散策しに出かけます。

そして遠刈田温泉に移動して街中に比べるとちょっと遅め

の開花になる松川の桜並木を雪を頂く蔵王を眺めながら

歩いた後はウッドチャックに戻ってランチになります。

2019 年 4月 14日（日） 開催

〒989-0916　宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉七日原 1-236 



    
徒歩距離／時間／体力レベル
    約 5km/5.0 時間（休憩含む）／★★★☆☆

タイムスケジュール
    08:30 受付け≫コース説明≫車移動≫09:15 下別当登山口≫準備体操≫09:30 ツアースタート≫二輪草群生地≫

11:30 青麻山山頂（799ｍ）昼食≫アケラ山≫青麻古道（蔵王の眺望が素晴らしい）≫カタクリの丘≫

北原尾登山口 14: 30≫車移動≫ウッドチャック 15:00

料金・お支払
日帰り参加： ￥3,600  宿泊パック（1泊 2食付き）：￥11,600

料金に含まれるもの

    ガイド料、登山口・下山口までの送迎、保険代、昼食、宿泊パックは朝夕食付き 1泊宿泊代、税

料金に含まれなもの

    昼食、集合場所までの交通費

参加条件

    中学生以上。6km以上楽しく山を歩ける体力のある健康な方

催行人数

    3 名 ~8 名

集合・解散

    ウッドチャック集合 8時 30 分、15 時解散予定
    所在地： 〒989-0916 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉七日原 1-236

持ち物

    雨具、飲物、弁当、グローブ、登山に適した服装・靴

申込み締切

    3 日前までにご予約下さい。

申込み・問合せ

    ペンション　ウッドチャック　☎ 0224-34-3627　　info@woodchuck.jp

青麻山　2019春

「Soft windflower」"柔らかな風の花"と春らしい呼び名の

二輪草に会いに蔵王町の青麻山に登ります。

珍しい緑色のニリンソウ、そして雄大な蔵王の大パノラマが

期待できるコースです。青麻遊歩道から青麻山頂を目指し

2018年秋に新しく整備された「青麻古道」を抜け青麻山を

横断します。コースには数か所急こう配があり登山経験者

向けのコースです。

2019 年 4月 15日（月） 開催

〒989-0916　宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉七日原 1-236 



    
徒歩距離／時間／体力レベル
    約 6.5km/5.0 時間（休憩含む）／★★☆☆☆

タイムスケジュール
  08:00 受付け≫コース説明≫車移動≫09:00 刈田峠登山口≫準備体操≫09:15 ツアースタート≫杉ヶ峰≫

11:30 芝草平（昼食）≫雪原遊び≫杉ヶ峰≫刈田峠登山口 14:15≫車移動≫ウッドチャック 15:00

料金・お支払
日帰り参加： ￥4,000  宿泊パック（1泊 2食付き）：￥12,000

料金に含まれるもの

    ガイド料、登山口までの送迎、保険代、昼食、宿泊パックは朝夕食付き 1泊宿泊代、税

料金に含まれなもの

    昼食、集合場所までの交通費

参加条件

    中学生以上。6km以上楽しく山を歩ける体力のある健康な方

催行人数

    3 名 ~8 名

集合・解散

    ウッドチャック集合 8時 00 分、15 時解散予定
    所在地： 〒989-0916 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉七日原 1-236

持ち物

    雨具、飲物、弁当、防寒着、スパッツ、登山に適した服装、登山靴

申込み締切

    3 日前までにご予約下さい。

申込み・問合せ

    ペンション　ウッドチャック　☎ 0224-34-3627　　info@woodchuck.jp

南蔵王　雪原歩き

蔵王エコーラインのガードレールを跨いで広がる雪原を

芝草平を目標に歩きます。登山靴、スパッツ、サングラスが

必需品の山歩きになります。

（悪天候の場合はコース変更あり）

2019 年 5月 14日（火） 開催

〒989-0916　宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉七日原 1-236 



    
徒歩距離／時間／体力レベル
    約 5.5km/3.5 時間（休憩含む）／★☆☆☆☆

タイムスケジュール
09:00 受付け≫コース説明≫車移動≫刈田山頂レストハウス≫準備体操≫10:30 ツアースタート≫馬の瀬≫

11:30 熊野岳山頂（1840ｍ）昼食≫折返し≫刈田岳≫13：30 刈田山頂レストハウス≫御田の神散策（高層湿原）≫

車移動≫ウッドチャック 15:00

料金・お支払
日帰り参加： ￥4,000  宿泊パック（1泊 2食付き）：￥12,000

料金に含まれるもの

    ガイド料、登山口までの送迎、保険代、宿泊パックは朝夕食付き 1泊宿泊代、税

料金に含まれなもの

    昼食、集合場所までの交通費

参加条件

    中学生以上。6km以上楽しく山を歩ける体力のある健康な方

催行人数

    3 名 ~8 名

集合・解散

    ウッドチャック集合 9時 00 分、15 時解散予定
    所在地： 〒989-0916 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉七日原 1-236

持ち物

    雨具、飲物、弁当、登山に適した服装・靴

申込み締切

    3 日前までにご予約下さい。

申込み・問合せ

    ペンション　ウッドチャック　☎ 0224-34-3627　　info@woodchuck.jp

熊野岳　2019春

蔵王の最高峰　百名山「熊野岳」に登ります。蔵王の

シンボル「御釜」を眺めながら登るコースはアップダウンが

少なく登山初心者の方にもおすすめできるコースです。

この時期蔵王は山麓では鮮やかな新緑、熊野岳への登山道

わきは残雪と春の息吹が感じられる山歩きになります。

2019 年 5月 20日（月） 開催

〒989-0916　宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉七日原 1-236 



    
徒歩距離／時間／体力レベル
    約 6.5km/5.0 時間（休憩含む）／★★☆☆☆

タイムスケジュール
08:00 受付け≫コース説明≫車移動≫09:00 刈田峠登山口≫準備体操≫09:15 ツアースタート≫

杉ヶ峰≫11:30 芝草平（昼食）≫杉ヶ峰≫刈田峠登山口 14:15≫車移動≫ウッドチャック 15:00

料金・お支払
日帰り参加： ￥4,000  宿泊パック（1泊 2食付き）：￥12,000

料金に含まれるもの

    ガイド料、登山口までの送迎、保険代、昼食、宿泊パックは朝夕食付き 1泊宿泊代、税

料金に含まれなもの

    昼食、集合場所までの交通費

参加条件

    中学生以上。6km以上楽しく山を歩ける体力のある健康な方

催行人数

    3 名 ~8 名

集合・解散

    ウッドチャック集合 8時 00 分、15 時解散予定
    所在地： 〒989-0916 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉七日原 1-236

持ち物

    雨具、飲物、弁当、防虫対策、登山に適した服装・登山靴

申込み締切

    3 日前までにご予約下さい。

申込み・問合せ

    ペンション　ウッドチャック　☎ 0224-34-3627　　info@woodchuck.jp

のんびり芝草平ピストン　2019春

南蔵王縦走路をチングルマで有名な芝草平まで高山の

お花、そして残雪の景色を楽しみながらのんびり登ります。

チングルマ、ヒナザクラ、ミヤマハンショウヅル、ゴゼンタチ

バナ、マイヅルソウなどなど芝草平もそこへ向かう登山道も

春の花で彩られご機嫌な山歩きになります

2019 年 6月 11日（火） 開催

〒989-0916　宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉七日原 1-236 



    
徒歩距離／時間／体力レベル
    約 11km/7.0 時間（休憩含む）／★★★☆☆

タイムスケジュール
    07:00 受付け≫コース説明≫車移動≫08:00 刈田峠登山口≫準備体操≫08:15 ツアースタート≫10:15 芝草平≫屏風岳≫

12:00 南屏風岳（昼食）≫13:00 不忘山≫白石スキー場 15: 30≫車移動≫ウッドチャック 16:00

料金・お支払
日帰り参加： ￥5,000  宿泊パック（1泊 2食付き）：￥13,000

料金に含まれるもの

    ガイド料、登山口・下山口までの送迎、保険代、宿泊パックは朝夕食付き 1泊宿泊代、税

料金に含まれなもの

    昼食、集合場所までの交通費

参加条件

    中学生以上。6km以上楽しく山を歩ける体力のある健康な方

催行人数

    3 名 ~8 名

集合・解散

    ウッドチャック集合 7時 00 分、16 時解散予定
    所在地： 〒989-0916 宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉七日原 1-236

持ち物

    雨具、飲物、弁当、防虫対策、登山に適した服装・登山靴

申込み締切

    3 日前までにご予約下さい。

申込み・問合せ

    ペンション　ウッドチャック　☎ 0224-34-3627　　info@woodchuck.jp

南蔵王縦走　2019春

南蔵王縦走路を刈田峠から芝草平、屏風岳、不忘山と渡り

白石スキー場まで登山の醍醐味！縦走登山します。

この時期の縦走路はアズマシャクナゲの季節！お花と稜線

歩きを満喫してください。登山初心者にはちょっとしんどい

かもしれないコースです。

2019 年 6月 20日（月） 開催

〒989-0916　宮城県刈田郡蔵王町遠刈田温泉七日原 1-236 


