
平成25年9月13日（金）～平成25年9月16日（月） 9月13日（金）　仕事終了後　PM9：30出発

登山参加者 神垣隊長 頼れるキャプテン
谷本隊員 旅行大好き　板金工
君崎隊員 専属動画カメラマン
中田隊員 アルコール依存症　手前
福岡隊員 お酒大好き　大工さん 以上5名

ｱﾙﾌｧｰﾄﾞ 小谷ＳＡ～立山ＩＣ　638.8㎞　　７時間２０分 交代しながら順調にAM5:30頃立山駅到着

キャプテン 谷本隊員 君﨑隊員 福岡隊員 中田隊員

立山周辺案内図　乗り物

北アルプス立山と黒部ダム　登山隊記録　



立山駅から　美女平駅まで　立山ケーブルカーで移動！ おお～
おお～！　何か　かっこい～！

ん！対向車！

かなりの勾配ですね！

思ったより　見易そうな運転席

子供の様に一番前で動画撮影中

しかし　この撮影は　今回多忙で参加できなかった　旭隊員　の為！
反省会！兼　上映会（だだの飲会）で　旭隊員にじっくり見て頂くため
一生懸命　心を込めて撮影している状況写真です

旭隊員　多忙により辞退　無念



今回も天候が下り坂で　台風が接近している状況！
どうも明日は雨模様・・・・　予定変更　本日登山決行！　

美女平に到着後　高原バスに乗り換え　弥陀ヶ原→天狗平　を通過し　室堂ターミナルへ到着！

軽食タイム 軽食購入

登山準備へ 本日　快晴 さいこ～ぉ

カープ頑張れ！

いざ　出陣！
登山開始 それにしても良い天気！



始まったばかりで
まだ顔色が良いね

絶景です～～



絶景Fu- 絶景Fu-

絶景Fu-

スキーに行きたくなってきた！

何と　雪が氷となって残っています　びっくり＠＠

この時点ですでに　中田隊員　暴走モード突入

毎度の事ですが・・・・・



休憩所に到着 以前中田隊員不明のまま

トイレもありますよ～

ヘリコプターで物資を運んでいる模様！

さ～て　行くか　いざ　頂上へ！ けっこうあるねぇ

あと少しだー！ よし！　やったどー！ カープ頑張れ―！



登頂～～！

雪雪雪雪

立山サイコ―！



下山しま～～す　　すたこらさっさぁー　

グッバイ立山

一人で振り返り・・・・

無事下山でぇ～す！

本日の宿泊場所を目指す！

歩けど歩けど・・・・

歩けど歩けど・・・・

おっ見えたか　あれか？　違うみたい・・

雷鳥沢ヒュッテ

やっと到着です！

屋根が　スキーのジャンプ台みたい・・・

お疲れ様でぇ～す！

さぁ　飲むぞぉ！



雷鳥沢ヒュッテ　　晩御飯

ワイワイ　ガヤガヤ　飲みまくりました！

お風呂に入って　お休みなさ～い
明日は台風大接近　大丈夫か？
外でテントで寝ている人がいるぞ！

Zoo－Zoo-Zoo- びっくり＠＠

Zoo－Zoo-Zoo-

爆睡中

突然部屋に雨漏り発生！
注意書き有り

しかし爆睡中

Zoo－Zoo-Zoo-
Zoo－Zoo-Zoo-

爆睡中 ・・・・・夢の中から　起床

雷鳥沢ヒュッテ　温泉付



朝飯　準備を行い　本日は黒部ダム観光出陣

高原バスにて室堂から大観峰へ　

そこから黒部平までロープウェイ

黒部平から　黒部湖まで　黒部ケーブルカーで移動！ 絶景だべ

これもすごいぞ！

黒部湖到着

絶景
悪そうな顔



虹 虹
黒部カレー　にて昼食

食事の後は遊覧船にて観光

遊覧船から立山が見れて　良い感じです！

しかし　数人は爆睡して見れていません
疲れですか・・・・　残念です！



9/15　本日の観光はこれで終了　再び　雷鳥沢ヒュッテ　まで移動

長い道のりです！

途中　立山うどん　など食べながら　無事　雷鳥沢ヒュッテに到着

晩御飯

隊長　お疲れ様～

今夜は台風　大丈夫か不安を胸に超爆睡！

朝起きると　大雨

カッパを着て準備

下山開始　　　

雷鳥沢ヒュッテ→室党駅→高原バス　天狗平・弥陀ヶ原　→　立山ケーブル→　美女平駅へ

駐車場到着　愛車確認　大雨！

燃料を入れ　道路状況確認

な・な・な・な・　なんと！

高速道路　通行止　　京都が洪水？？？

まじか！ んん～～　　

どうする　どうする　明日仕事だべ！

んん～～　　 んん～～　　

ん～　観光するか！ 即　決定！



ルート変更し　兼六園へ

ま・ま・ま　前田家　　　えっ慶次
パチンコ好きにはたまらん　響き！

残念ながら　内部の撮影はNGでした
入ろう入ろう！

ぞろぞろ

良いのかな
この写真？

廊下じゃけん良いか

実物はすごいぞ！

どうでも良いからカープ頑張れ！

by　兼六園



その後　昼食　

帰路方面に向かいながら　観光

高速道路　順次復旧している　情報入手！

よし　帰るか！

交代しながら　帰路

君崎隊員　交代 20：00は過ぎていた！

なんと 名神高速付近で道迷う　 時間ロス　 がっかりです！

谷本隊員　運転手
問題無し！

神垣隊長運転手

順調に運転していて　他の隊員全員眠りについてしまっていました・・・・・・・

突然！！　夢の中の谷本隊員が暴走！　危ない！ぶつかる～～　と急にハンドルを・・・！

隊長　危機一発！　その他全員　爆睡から目を覚まし意味わからず自然と伏せる！
体が反応するのね！

隊長が　どしたんなんなー！危ないじゃないかー！と・・・　谷本隊員　目を覚まし・・・　えっ夢？？？

全員　爆笑！　　（以降の飲み会で毎回話題となって盛り上がっているが　当人は・・・・・）

でも　危ない危ない　何はともあれ　無事到着　　解散　お疲れ様でした～！

明日から仕事頑張ってね～！ 早朝　2：30　到着

北アルプス立山と黒部ダム　

登山隊記録でした

是非行ってみて下さい

完



実行時刻
場所 発着 所要時間（分） 時刻 所要距離 距離合計 発・着 備考1 備考2
本社 発 21:30 9:21
小谷SA 着 50 22:20 22:02走行時速105ｋｍで所要時間計算

発 10 22:30 22:24 運転交代 谷本
11:30 吉備SA 神垣

龍野西SA 着 100 0:10 176 運転交代 淡河PA
発 20 0:30 12:47 君崎

吹田JC 着 60 1:30 105 284 名神高速
大津SA 着 25 1:55 40 324.4 北陸道 ガスなし
草津PA 5 2:00 10 333.7 ガス24ｈ
多賀SA 着 35 2:35 57 380.8 2:02 運転交代 中田

発 20 2:55 2:20 ガソリン給油
米原JC 着 10 3:05 13 393.5 2:32
尼御膳SA 着 85 4:30 150 530.2 3:50 運転交代 福岡

発 10 4:40 4:05
小矢部SA 着 35 5:15 63 593.4 ガスなし

発 10 5:25
富山IC 着 20 5:45 32 626.2 4:56
県道41・56・43・15

立山駐車場 着 40 6:25 28 654.2 5:30
15

立山駅 発 6:40 ２０分間隔 臨時便 （6:30:）
（美女平） 着 6:47 （7：00）
（室堂着） （7:50）

発 7:00 ２０分間隔

室堂 着 7:50 10:00
25 荷物預け

発 8:15 30分間隔
大観峰 着 8:25

25 黒部湖が見える
発 8:50 ２０分間隔

黒部平 着 8:57 10:30
発 9:10 ２０分間隔

黒部湖 着 9:15 10:55
黒部ダム 予備

着 25 9:40 9:40 10:35
発 15 9:55 9:45 10:50
着 5 10:00 9:50 10:55 11:50
発 20 10:20 10:00 11:15
着 10:20 - 11:15
発 20 10:40 - 11:45 11:50
着 15 10:55 10:15 12:40
発 11:40 11:00 10:20 9:40 13:00 ＠1050
着 30 11:45 11:15 10:10 13:30

黒部湖 発 12:00 11:30 12:20 14:00 ２０分間隔

黒部平 着 5 12:05 11:35 12:25 14:40
発 12:20 11:50 12:40

大観峰 着 7 12:27 0:00 12:47 15:15
発 33 13:00 12:15 13:00

室堂 着 10 13:10 12:25 13:10
13:15 12:30
14:00 13:10

発 14:10 15:45
着 15:00 16:25

夕食 18:00 18:00 翌日昼弁当注文
就寝 20:00

実行時刻
場所 発着 所要時間（分） 時刻 所要距離 距離合計 発・着 備考1 備考2

朝食 6:00～ 6:00
発 7:00

雷鳥沢分岐 着 10 7:10

日
標準 補正 備考

九
月
十
三
日

九
月
十
五
日

(

九
月
十
四
日

)

セブンイレブン朝食（別地図）

所要時間８時間５５分
レストランアルペン6：00～

ダム展望台
湧水・売店(牛乳・アイス）・休憩所

くろよん記
念館

レストハウ
ス

一階売店・2階食事コーナー
黒部ダムカレー

ガルべ船
観光

黒部湖周遊３０分

レストラン
立山

40
昼食

営業時間10：00～14：00（ラストオーダー13：30）

雷鳥沢
ヒュッテ

日
標準 補正 備考

雷鳥沢
ヒュッテ

準備・朝食



別山乗越 着 1:50 9:00 バイオトイレ

発 15 9:15
別山 着 35 9:50
北峰 着 10 10:00 2880ｍ 剱岳の眺め良い

発 10 10:10
別山 10 10:20
真砂乗越 着 2750ｍ

真砂岳 着 55 11:15
発 10 11:25
着 45 12:10
発 10 12:20 2999ｍ

15 12:35 バイオトイレ 3015ｍ 昼食山小屋弁当

着 20 12:55 トイレ 12:00 2991.6ｍ
12:50

着 40 13:35 トイレ 10:15 13:35

着 30 14:05

着 10 14:15

着 10 14:25 15:00 360度パノラマ
9:00 快晴

着 30 14:55

着 1:10 16:05 16:00
発 17:30 食事
着 19:00 就寝

ヒュッテ 発 7:00 6:30 雨
着 50 7:50 7:15

室堂駅 発 8:00 ４０分間隔 8:00
立山駅 着 9:07

発 9:20 福岡
富山IC 着 1:20 10:40 40
ガソリン

立山IC

着 30 11:10 30.8 70.8 10:30 小矢部波SAに到着

11:10
着 40 11:50 42.6 113.4 運転交代 時速１００kmで計算

14:11 金沢西IC

着 10 12:00 16:35 南条SA
発 1:00 13:00 19:50 中田

白川郷IC 着 13:10 彦根IC開通
一宮JC 通 1:25 14:35 142.2 255.6 名神高速

着 20 14:55 22.1 277.7 運転交代 君崎
発 10 15:05 名神で道迷う

米原JC 通 15 15:20 23 300.7
着 40 16:00 169.3 470 運転交代 谷本
発 10 16:10
着 2:15 18:25 224.2 694.2 運転交代 神垣
発 30 18:55
着 50 19:45 2:30
解散 20:00 2:45

富士ノ折
立

浄土山

九
月
十
五
日

道路状況を把握の上兼六園へ向け出発

白川郷IC

白川郷合
掌集落

養老SA

三木SA

大汝山

雄山

一ノ越

富士大学
研究所

小谷SA

本社

室堂山展
望台
室堂平分
岐
雷鳥沢
ヒュッテ

九
月
十
六
日

小矢部波
波JC


