
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

バンフとジャスパーを拠点に楽しむハイキング、色とりどりの高山植物が開花する季節！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レイクオハラとシェイファー山 

 

 

 

観光庁長官登録旅行業第 1668号／社団法人全国旅行業協会正会員 

●歩行レベル ★★（初～中級） 



＜日程表＞ カナディアンロッキー・ハイキング９日間 

月日 都 市 名 ス ケ ジ ュ ー ル 食事 

7/04 

(水) 

新千歳 

乗継都市 

エドモントン 

ジャスパー 

新千歳空港より、空路、乗継都市を経由し、エドモントンへ 

専用車にてジャスパーへ（所要約 4時間） 

          〔ジャスパー／ホテル泊〕 

― 

機 

夕 

7/05 

(木) 

ジャスパー 

キャベルメドウズ 

ジャスパー 

●キャベルメドウズ・ハイキング 

ジャスパーの名峰 Mt.エディスキャベル(3,368m)山麓のアルパインメドウを歩きます 

懸垂氷河エンジェルグレーシャーと、その下の氷河湖の景観、咲き誇る高山植物が魅

力のトレイルです            ＜歩行約 4時間＞〔ジャスパー／ホテル泊〕 

朝 

昼 

― 

7/06 

(金) 

ジャスパー 

Mt.ロブンソン 

ジャスパー 

●Mt.ロブンソン・ハイキング 

州境を越え、ブリティッシュコロンビア州、マウントロブソン州立公園へ 

カナディアンロッキーの最高峰 Mt.ロブソン(3,954m)の雄姿を仰ぎ見る、ビジターセ

ンターからスタート、豊かな樹林帯の道は高山植物の宝庫です 

周囲の山々を倒影するコバルトブルーのキニーレイクを往復するコースです 

＜歩行約 5時間＞〔ジャスパー／ホテル泊〕 

朝 

昼 

― 

7/07 

(土) 

ジャスパー 

アイスフィールド

パークウェイ 

バンフ 

●アイスフィールド･パークウェイ 

専用車にて、ジャスパーからバンフへ、カナディアンロッキー随一の観光ルート「アイス

フィールドパークウェイ」をドライブ。途中、数々の名峰を望む展望地や、ペイトレイクなど

美しい湖沼群に立ち寄ります。また、グレイシャーディスカバリーセンターでは、コロンビ

ア大氷原の雪上車観光や、迫力満点のグレーシャースカイウォークを楽しみます 

         〔バンフ／ホテル泊〕 

朝 

昼 

夕 

7/08 

(日) 

バンフ 

ラーチバレー 

バンフ 

●ラーチバレー・ハイキング 

エメラルドグリーンのモレーンレイクからスタート。樹林帯のジグザグ道を登ると、やがて

疎林にせせらぎが流れ、テンピークスの展望が美しいカラマツの谷ラーチバレーです 

センチネルパスを望むアルパインメドウまで登り、往路を引き返します 

＜歩行約 5時間＞〔バンフ／ホテル泊〕 

朝 

昼 

― 

7/09 

(月) 

バンフ 

レイクオハラ 

バンフ 

●レイクオハラ・ハイキング 

カナディアンロッキーの聖地、ヨーホー国立公園のレイクオハラへ 

公園内シャトルバスでレイクオハラへ、美しい樹林帯と湖沼群を抜けると、高山植物が

咲き競うアルパインメドウに出ます 

針葉樹の絨毯にぽっかりと浮いたような美しいレイクオハラの湖面が印象的です 

＜歩行約 5時間＞〔バンフ／ホテル泊〕 

朝 

昼 

― 

7/10 

(火) 

バンフ 

ヒーリーメドウ 

カルガリー 

●ヒーリーメドウ・ハイキング 

グレーシャーリリー(黄色いカタクリ)の群落で知られる、ヒーリーパスへのハイキング 

サンシャインスキー場からスタート、樹林帯の渓谷を進み、ウエスタンアネモネの群落

も見られるキャンプ場を過ぎるとアルパインメドウに出ます 

遠く Mt.アッシニボインを望むヒーリーパス(2,330m)まで登り、往路を引き返します 

＜歩行約 6時間＞〔バンフ／ホテル泊〕 

朝 

昼

夕 

7/11 

(水) 

バンフ 

カルガリー 

専用車にてカルガリーへ（所要約 2時間） 

空路、帰国の途へ                           〔機内泊〕 

― 

機 

7/12 

(木) 

乗継都市 

新千歳 

乗継都市にて乗り換え、新千歳へ 

 

機 

― 

※表中の歩行時間は休憩等を除いた実質歩行時間の目安です。ハイキングコースは、状況により変更する場合があります。 

※レイクオハラのハイキングは、一日あたりの人数制限がありますので、2班に分かれてハイキングを実施する場合があります 

 

 

 

 

 

インディアンペイントブラシ        イエローレディーススリッパー        ウエゥタンアネモネ            グレーシャーリリー 



 

 

 

 カナディアンロッキーで唯一入山規制のある憧れの地”レイクオハラ”へ!! 

 黄色いカタクリやアツモリソウなど高山植物が一斉に開花するシーズン!! 

 各地３～４連泊の余裕ある行程なので日帰り装備で身軽に歩けます!! 

 専用車と現地在住日本人ドライバーガイドによる安心のフルサポート!! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界で 2 番目に広いカナダ、その西部アルバータ州とブリティッシュコロンビア州を訪れ、ハイキングを楽しみます。

アルバータ州にはカナディアンロッキー観光の拠点となる、ジャスパーとバンフという個性的なふたつの街があります。 

切り立った岩肌が美しいカナディアンロッキーには、コバルトブルーやターコイズブルーに輝く大小さまざまな湖沼群、

手つかずの広大な北方系原生林、氷河に端を発する冷たく澄んだ河川の流れ、そしてうねるように続く大草原がありま

す。そんな大地に、どこまでも続くトレイルが延びています。圧倒的な風景を眺めながらハイキングしましょう。 

7 月は多くの高山植物が開花する季節、代表的なインディアンペイントブラシュをはじめ、レディーススリッパー（アツ

モリソウ）やグレーシャーリリー（黄色カタクリ）など、たく

さんの花々が咲き競います。 

また、野生動物、例えば鹿やエルク、ムース、ビッグホ

ーンシープに遭遇することも珍しくありません。時には道

路脇で堂々と採食中のブラックベア（クロクマ）を見る事

さえあります。 

国立公園内は原生の自然環境が保護されています。特

に、レイクオハラでは繊細な自然環境を守るために、カナ

ディアンロッキーで唯一入山規制があり、ハイカーは事前

予約の専用シャトルバスを利用します。簡単に行くことが

出来ないからこそ感動も大きいと言えるでしょう。 

アルパインルートから見るレイクオハラ                      カラマツの谷ラーチバレーからセンチネルパスを望む 



■旅行代金：新千歳発着 508,000円  ※東京発着 498,000円 

■一人部屋追加代金： 88,000円                    

■最少催行人員：6名（最大募集人員 10名）      2018年４月末日までのお申込みで 10,000円割引!! 

■添乗員（ツアーリーダー）：新千歳空港より同行します  

■食事：朝 7回・昼 6回・夕 3回 （機内食を除く） 

■利用予定航空会社：エアカナダ、コリアンエアー（大韓航空）、全日空 など 

■利用予定ホテル：ジャスパー/ベッカーズ・シャレー、バンフ／バンフイン または同等クラス 

■ビザ：不要。但し、電子渡航認証（eTA）の事前登録が必要です。弊社にて代行します（手数料 3,240円別途） 

■空港諸税、燃油サーチャージは別途実費を申し受けます(目安：約 24,000~35,000円／2018年 2月現在) 

ハイキングの服装、装備、食事など 

 新千歳より添乗員が同行いたします。ハイキングには、現地在住の日本人ガイド（兼ドライバー）も同行します 

 気候は北海道の夏に似ていますが、日差しが強いので帽子、サングラス、日焼け止め等をご用意ください 

 ハイキングは日帰り装備で結構です。但し、雨具や防寒具など必要な装備は必ずお持ちください 

 宿泊は３~４つ星クラスのホテルを利用します。原則 2名一室です 

 朝食はホテルで提供されます。昼食はお弁当となりますが、7月７日（土）のみレストラン（ブッフェ）となります 

 夕食は３回のみセットされています。その他の日の夕食は各自でお願いいたします（添乗員がお手伝いします） 

 ハイキングは少雨でも決行しますが、歩行に支障がある場合や、危険が生じる可能性がある場合、ガイドの判断で

コースの変更、或いは中止とする場合がありますのであらかじめご了承下さい 

 現地通貨はカナダドルです。現地の両替も可能ですが、出発前にある程度用意される事をお勧め致します。ATM

でのキャッシングも可能です（クレジットカード暗証番号や利用方法をご確認ください） 

 海外旅行保険への契約をお願いいたします。弊社では AIG保険会社を取り扱っています 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

※その他の発着についてはお問い合せ下さい 

ご参加の皆様へ＜旅行条件抜粋＞ 
お申し込みの際には、必ず旅行条件書をお受け取りください。旅行条件は、パンフレットの内容、条件によるほか、別途お渡しするご旅行条件書、最終日程表並びに当社募集型企画旅行約款によります。 

■募集型企画旅行契約 
この旅行は、株式会社ノマド（以下「当社」という）が企画募集し実施する企画旅行です。旅行に参加されるお客様は当社と

企画旅行契約（以下「旅行契約」という）を締結することになります。 

■旅行のお申し込み及び契約成立時期 

旅行契約は当社らが契約の締結を承諾し申込金または旅行代金（お支払い対象旅行代金）を受理した時に成立します。（通

信契約の場合を除きます。） 

■お申込金（お一人様） 
●旅行代金が５０万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１００，０００円以上旅行代金まで 

●旅行代金が３０万円以上５０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５０，０００円以上旅行代金まで 

●旅行代金が１５万円以上３０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３０，０００円以上旅行代金まで 

●旅行代金が１０万円以上１５万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２０，０００円以上旅行代金まで 

●旅行代金が１０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の２０％以上旅行代金まで 

■取消料 
旅行契約成立後、お客様の都合で契約を解除されるときは、下記の金額を取消料として申し受けます。（お一人様） 

旅行契約の解除期日 
4/27～5/6、7/20～8/31、 

12/20～1/7に開始する旅行 
左記以外の日に開始する旅行 

旅行開始日の前日から起算してさかの

ぼって４０日目にあたる日以降～３１日目

にあたる日まで 

旅行代金の１０％ 

（１０万円を上限） 
無料 

旅行開始日の前日から起算してさかの

ぼって３０日目にあたる日以降～１５日目

にあたる日まで 

旅行代金が５０万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０万円 

旅行代金が３０万円以上５０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５万円 

旅行代金が１５万円以上３０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３万円 

旅行代金が１０万円以上１５万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２万円 

旅行代金が１０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の２０％ 

旅行開始日の前日から起算してさかの

ぼって１４日目にあたる日以降～３日目

にあたる日まで 

旅行代金の２０％ 

旅行開始日の前々日～旅行開始日まで 旅行代金の５０％ 

旅行開始後または無連絡不参加の場合 旅行代金の１００％ 

■旅行代金のお支払い 
旅行代金は旅行出発日の前日から起算してさかのぼって２１日目にあたる日より前に（お申し込み間際の場合は当社らが指

定する期日までに）お支払いください。 

■旅行代金に含まれるもの 
旅行日程に明示した★運送機関の運賃・料金（この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金（原価の水準の異常な

変動に対応するため、一定の期間および一定の条件下に限りあらゆる旅行者に一律に課されるものに限ります。以下同様と

します。）を含みません。★宿泊費★食事代旅行取扱料金および消費税等諸税、サービス料★お一人様につきスーツケー

ス等１個の受託手荷物運送代金。上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても払い戻しはいたしません。 

■旅行代金に含まれないもの 
前項のほかは旅行代金に含まれません。その一部を例示いたします。★超過手荷物料金★運送機関の課す付加運賃・料金

★クリーニング代、電報電話料、追加飲食代、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付その他個人的性質の諸費用とそれに

伴う税・サービス料★注釈のない限り日本国内の空港使用料★旅行日程中の空港税、空港使用料等 

■特別補償 
当社は、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失の有無にかかわらず、募集型企画旅行約款別紙特別補償規

程に基づき、お客様が募集型企画旅行参加中に急激且つ偶然な外来の事故により、その身体、生命又は手荷物上に被った

一定の損害について、予め当社約款特別補償規程に定める金額の範囲において、補償金又は見舞金を支払います。 

■旅行条件（抜粋）基準日  
この旅行条件は、2018 年 2 月 1 日を基準としています。又、この旅行代金は、2018 年 2 月 1 日現在の有効なものとして

公示されている運賃・規則、又は 2018年 2月 1日現在認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。 

■個人情報の取り扱いについて 
当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただ

くほか、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要

な範囲内で利用させていただきます。その他、当社らは、[1]当社ら及び当社らの提携する企業の商品やサービス、キャン

ペーンのご案内[2]旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い[3]アンケートのお願い[4]特典サービスの提供[5]統計

資料の作成、にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。これらの事業者への個人データの提供の停止を

希望される場合は出発前までにお申し出下さい。 

■その他 
旅行代金は特に記載のない限りお一人様分を表示しています。また、こども代金は旅行開始日当日を基準に満 2 歳以上～

12歳未満の方に適用します。また、旅行の中途離団等、お客様の都合で旅行日程を変更する場合は、別途追加手数料等を

お支払いいただいた上で可能な限りご希望に沿うよう努力しますが、運送機関等の状況により不可能な場合があります。ま

た、「離団証明書」等の証明書類に署名、捺印等をいただく場合があります。 

◎海外危険情報・衛生情報について 

「外務省海外危険情報」は「海外安全ホームページ（http://www.anzen.mofa.go.jp）」または、外務省海外安全情報セン

ター（TEL:03-5501-8162／受付時間：外務省閉庁時を除く 09:00～17:00）などでご確認いただけます。 

渡航先の衛生状況は「厚生労働省検疫感染症ホームページhttp://www.forth.go.jp」でご確認いただけます。 

■旅行企画・実施 

株式会社ノマドツアーデスク 
〒060-0062 札幌市中央区南 2条西 6丁目 8番地一閤ビル 5階 

観光庁長官登録旅行業第 1668号 

総合旅行業務取扱管理者早坂悟  

E メール：tour@hokkaido-nomad.co.jp 

■お申し込み・お問い合せ  ツアーデスク 

TEL 011-251-1900 
FAX 011(261)2019    外務員氏名                      

 

●歩行レベル ★★（初～中級） 
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