
 

 

 

 

 

     

           

  

 

   

 今冬～来春おすすめの「山・秘境・世界遺産巡り」の旅 

催行状況催行状況催行状況催行状況    

期期期期    間間間間    

ツアーツアーツアーツアー名名名名・・・・諸条件諸条件諸条件諸条件    

レベルレベルレベルレベル    

ツアーツアーツアーツアー代金代金代金代金    

((((新千歳発着新千歳発着新千歳発着新千歳発着))))    

ツアーツアーツアーツアーののののポイントポイントポイントポイント    

催行催行催行催行決定決定決定決定    

12月月月月2日日日日(日日日日) 

～～～～6 日日日日(木木木木) 

募集中募集中募集中募集中    

2013 年年年年 

1月月月月20日日日日(日日日日) 

～～～～24 日日日日（（（（木木木木) 

臨時特別企画 

カンボジア 

アンコール遺跡群 

ウォーキング５日間 

催８名 食朝３・昼３・夕３  

レベル◆＋★ 

特別価格

128,000 円円円円    

 

(新千歳・成田 

発着同額)  

日本語ガイド同行で、４日間た

っぷり遺跡群を巡ります。アン

コールワットを始め、郊外のバ

ンテアイ･スレイやベンメリア

も訪問。バイヨンでは専門家の

解説付きで遺跡修復工事現場を

見学。歴史ウォーキング好きの

方におススメの特別企画を特別

価格でご案内します。  

催行間近催行間近催行間近催行間近    

12 月月月月28 日日日日 

(金金金金) ～～～～ 

2013 年年年年 

1 月月月月 8 日日日日(火火火火) 

タンザニア 

キリマンジャロ登頂

とサファリ１２日間 

催５名 食朝９・昼９・夕９  

レベル★★★★ 

５５５５名名名名からからからから催行催行催行催行    

 
580,000 円円円円 

 

標高 5,895ｍのアフリカ大陸

最高峰へ。標高 3,780m の山

小屋に２泊してしっかり高度

順応。下山後はアンボセリ国

立公園のサファリで野生動物

ウォッチングも楽しみます。  

→→→→アンボセリのサファリから望むキリマンジャロ 

募集中募集中募集中募集中    

2013 年年年年 

1 月月月月18 日日日日(金金金金) 

～～～～23 日日日日(水水水水) 

催行間近催行間近催行間近催行間近    

2013 年年年年 

2 月月月月 1 日日日日(金金金金) 

～～～～6 日日日日(水水水水) 

カナダ 

イエローナイフ 

オーロラ観賞６日間 

 

催 10 名 食朝０・昼０・夕１  

レベル◆ 

  

1 月月月月 18 日日日日発発発発 

253,000 円円円円 

 

2 月月月月 1 日日日日発発発発 

258,000 円円円円 

 

11 年周期のオーロラ観賞ベ 

ストシーズンと言われる 20 

13 年冬。観測率が高いイエ 

ローナイフに 4 連泊して毎夜 

観賞ツアーへ。犬ぞり、バッ 

ファロー観賞などオプション 

ツアーも充実。極北の自然を 

思いっきり体感します！ 

                                                        →→→→２日目は犬ぞりに乗ってオーロラ観賞 

募集中募集中募集中募集中    

2013 年年年年 
1 月月月月26 日日日日(土土土土) 

～～～～31 日日日日(木木木木) 
催行間近催行間近催行間近催行間近    

2013 年年年年 
2 月月月月16 日日日日(土土土土) 
～～～～21 日日日日(木木木木) 

マレーシア 

ゆったりキナバル登頂

６日間 

 

催４名 食朝４・昼４・夕４  

レベル★★★ 

 

４４４４名名名名からからからから催行催行催行催行    

238,000 円円円円 

(新千歳・成田 

発着同額) 

初めての海外高所登山におす

すめ。快適な山小屋２泊のゆ

とりある行程で熱帯雨林に包

まれた動植物のサンクチュア

リを探訪します。下りはコー

スを変えてマシラウルートで

下山します。        

→→→→花崗岩のスラブ帯が広がる山頂部 

 

 

㈱ノマド旅行事業部企画       2012 年年年年 11 月月月月～～～～2013 年年年年 6 月月月月 

       山と秘境の旅 厳選ツアー情報 

海 外  

国 内 

海 外 

 

壮大なレリーフに圧倒され

るアンコールワット 

〈〈〈〈レベルについて〉〉〉〉    ◆観光、秘境探訪が目的のツアー ★健康な方ならどなたでも参加可能なウォーキング＆ハイキング 

★★低山や日帰り登山程度の歩行力が必要  ★★★数日間に渡り継続できる体力・歩行力が必要なトレッキングや縦走 

★★★★３星に加え、標高３，５００ｍ超えの高所を含む ★★★★★十分な体力と実力、技術と経験が必要な本格的登山 

〈〈〈〈マークについて〉〉〉〉 催催催催 最少催行人数  食食食食 ツアー料金に含まれる食事の回数              ※海外・国内ツアー共通 

設定：11 月10 日～ 

3 月19 日の新企画 

●フリープランの１日は、ソウル近郊のお好きな山を選

んで日帰り登山(北漢山、道峰山、水落山、冠岳山ほか。

ご希望の山がある場合はご相談下さい) 

●登山には現地日本語ガイドが同行！(ガイド代込み) 

●大韓航空利用で新千歳空港から仁川空港へ直行 

●ホテルはスタンダードとランクＵＰの２クラスから選択 

●ソウル市内の多彩なオプションツアーもご用意 

●６名様以上の場合は専用車にてご案内(連休は除く) 

２名様から催行！毎日出発！ソウル２泊３日／３泊４日で手軽に山歩き 

↑↑↑↑ソウル近郊には高度

感たっぷりの岩峰が点

在（道峰山にて） 

新千歳発着    

２泊３日 58,000 円～ 

３泊４日 63,000 円～ 

●その他の空港発着はお問い合わせ下さい 

①①①①仁川空港着後、混載車にてホテルへ ②②②②ソ

ウル近郊の山を選んで登山 ③③③③終日自由行動 

③③③③④④④④混載車にて仁川空港へ。帰国 ※食事な

し、登山口までの交通費・食事・入場料(ガイド

分も含む)などはお客様負担となります(目安：

市内⇒近郊の山登山口までタクシーで１時間

前後、片道約 2000 円、地下鉄 200 円程度) 



催行状況催行状況催行状況催行状況    

期期期期    間間間間    

ツアーツアーツアーツアー名名名名・・・・諸条件諸条件諸条件諸条件    

レベルレベルレベルレベル    

ツアーツアーツアーツアー代金代金代金代金    

((((新千歳発着新千歳発着新千歳発着新千歳発着))))    

                ツアーツアーツアーツアーののののポイントポイントポイントポイント    

募集中募集中募集中募集中    

2013 年年年年 

1 月月月月28 日日日日(月月月月) 

    ～～～～ 

2 月月月月 4 日日日日(月月月月) 

タ イ 

タイ北部の山岳集落と 

バンコク・アユタヤ

８日間 

催８名 食朝６・昼６・夕７  

レベル◆＋★  

188,000 円円円円    

(新千歳・成田 

関西・名古屋 

発着同額) 

トレッキングでタイ北部の山岳民族

の里を訪ねます。象に乗ってのエレ

ファント・キャンプ、ジャングルス

タイルのランチ、少数民族との交流

など未知なる自然体験満載の旅で

す。世界遺産アユタヤとバンコク、

チェンマイの観光付き。 

→→→→ジャングルの中をエレファント・トレッキング  

催行催行催行催行決定決定決定決定    

2013 年年年年 

2 月月月月 2 日日日日(土土土土) 

～～～～20 日日日日(水水水水) 

チリ・アルゼンチン 

南米最南端パタゴニア 

パイネ＆フィッツロイ 

トレッキングとフェゴ島 

ウシュワイア１９日間 

催６名 食朝 15・昼 15・夕 15  

レベル★★★ 

799,000 円円円円  

南米最南端パタゴニアの大山 

岳エリア「パイネ国立公園」 

と「フィッツロイ山群」へ。 

山懐に深く入り込むトレッカ 

ー憧れのコースです。快適な 

山小屋泊で全食事付き。荷物 

はポーターが運びます。最後 

は南米最南端の島・フェゴ島 

を訪れます。.        フィッツロイを望むロストレス湖 

募集中募集中募集中募集中    

 

2013 年年年年 

2 月月月月19 日日日日(火火火火) 

 ～～～～28 日日日日(木木木木) 

メキシコ 

６大世界遺産を巡る 

メキシコ・ハイライト 

１０日間 

催８名 食朝７・昼６・夕６  

レベル◆ 

  
388,000 円円円円 

  

世界遺産のチチェン・イッツ

アを始めとするマヤ、アステ

カ文明の４大遺跡と、メキシ

コシティ、タスコなど中南米

の個性的な都市を周遊。最後

はカリブ海のリゾート、カン

クンでバカンスを。 

→→→→太陽の神殿で有名なテオティワカン 

募集中募集中募集中募集中    

 

2013 年年年年 

3 月月月月 3 日日日日(日日日日) 

    ～～～～10 日日日日(日日日日)    

インド 

５大都市と世界遺産巡り 

北インド・ハイライト 

８日間 

催８名 食朝７・昼６・夕６  

レベル◆ 

298,000 円円円円 

仏陀が初めて説法を行った聖

地サルナートを始め、人気の

ゴールデン・トライアングル

（デリー・アグラ・ジャイプ

ール）を観光。タージ･マハー

ル、カジュラホ寺院群など６

つの世界遺産を巡ります。 

→→→→世界遺産の王妃廟タージ・マハール 

募集中募集中募集中募集中    

2013 年年年年 

3 月月月月28 日日日日(木木木木) 

    ～～～～ 

4 月月月月 6 日日日日(土土土土) 

ネパール 

しゃくなげ咲く 

アンナプルナ街道 

トレッキング１０日間 

催５名 食朝７・昼６・夕７  

レベル★★★  

５５５５名名名名からからからから催行催行催行催行    

 
288,000 円円円円 

しゃくなげが街道を彩る季節

に、アンナプルナやダウラギ

リなどヒマラヤの名峰を眺め

ながら標高 3,190ｍのプーン

ヒルを目指します。４泊５日

のトレッキングの最後は温泉

のあるタトパニへ下ります。          

→シャクナゲの花とダウラギリⅠ峰 

募集中募集中募集中募集中    

2013 年年年年 

3 月月月月28 日日日日(木木木木) 

    ～～～～ 

4 月月月月 4 日日日日(木木木木) 

スリランカ 

光輝く世界遺産の宝庫 

スリランカ・ハイライト 

８日間 

催８名 食朝６・昼６・夕６  

レベル◆+★ 

228,000 円円円円 

ポロンナルワ、シギリアなど

６つの世界遺産を巡ります。

世界に誇る絶景地ホートンプ

レインズ国立公園ではハイキ

ングも楽しみます。最後はイ

ンド洋のビーチリゾートでゆ

ったりとしたひとときを。 

    →→→→岩山に建つ空の要塞・シギリア 

募集中募集中募集中募集中    

 

2013 年年年年 

4 月月月月13 日日日日(土土土土) 

～～～～23 日日日日(火火火火) 

マダガスカル 

南インド洋の楽園へ！ 

サザンクロス街道 

を行く１１日間 

 

催８名 食朝９・昼９・夕８  

レベル◆+★ 

448,000 円円円円 

総距離 941 ㎞の「サザンクロ 

ス街道」を走り、バオバブ並木 

道など変化に富んだ風景や街並 

みを巡ります。キツネザルなど 

の固有種の観察や国立公園、自 

然保護区のガイドウォークも。                        

→→→→種の大半が島に生息するキツネザル 

 

 



催行状況催行状況催行状況催行状況    

期期期期    間間間間    

ツアーツアーツアーツアー名名名名・・・・諸条件諸条件諸条件諸条件    

レベルレベルレベルレベル    

ツアーツアーツアーツアー代金代金代金代金    

((((新千歳発着新千歳発着新千歳発着新千歳発着))))    

ツアーツアーツアーツアーののののポイントポイントポイントポイント    

募集中募集中募集中募集中    

2013 年年年年 

5 月月月月16 日日日日(木木木木) 

～～～～21 日日日日(火火火火) 

韓 国 

智異山・伽耶山登頂

と慶州・釜山６日間 

催４名 食朝５・昼４・夕５  

レベル★★ 

４４４４名名名名からからからから催行催行催行催行    

129,000 円円円円 

(新千歳・成田 

発着同額)    

韓国第２位の高峰・智異山をツ

ツジ開花期に登頂。韓国八景の

ひとつ・伽耶山の軽登山もセッ

ト。海印寺や新羅の古都慶州な

ど世界遺産の地も巡ります。 

→→→→ツツジが山肌を彩る智異山 

募集中募集中募集中募集中    

2013 年年年年 

5 月月月月19 日日日日(日日日日) 

～～～～22 日日日日(水水水水) 

韓 国 

雪岳山登頂と 

五台山４日間 

催４名 食朝３・昼３・夕３  

レベル★★★  

４４４４名名名名からからからから催行催行催行催行    

キャンペーン価格 

115,000 円円円円 

(新千歳・成田 

発着同額) 

貴重な自然の生態系と絶景の山 

岳景観が人気の雪岳山へ。縦走 

か山麓の散策か、レベルやお好 

みに合わせてコースが選べます。五台山 

国立公園や世界遺産・水原華城 

も観光。 →→→→岩峰が連なる雪岳山 

募集中募集中募集中募集中    

2013 年年年年 

5 月月月月21 日日日日(火火火火) 

～～～～25 日日日日(土土土土) 

韓 国 

漢拏山登頂と 

済州島・釜山５日間 

催２名 食朝４・昼３・夕４  

レベル★★  

２２２２名名名名からからからから催行催行催行催行    

キャンペーン価格 

109,000 円円円円 

(新千歳・成田 

発着同額) 

世界遺産の済州島にある韓国最 

高峰・ツツジが見ごろの漢拏山 

へ。悪天候に備えて登山予備日 

を設け、万丈窟、龍頭岩など名 

所観光や郷土料理も味わいます。 

→歩きやすい漢拏山の登山道 

催行決定催行決定催行決定催行決定    

残残残残席席席席わずかわずかわずかわずか    

2013 年年年年 

6 月月月月 5 日日日日(水水水水) 

 ～～～～16 日日日日(日日日日) 

ペ ルー 

インカトレイルから 

マチュピチュ１２日間 

 

催５名 食朝９・昼９・夕８  

レベル★★★ 

 685,000 円円円円 

  

インカ時代の石畳や峠道を歩いて 

マチュピチュへ至るインカトレイ 

ル。遺跡や村が点在し、アンデス 

の山並みも見渡せる３泊４日のル 

ートです。行動中はポーターが荷 

物を運ぶので軽荷で行動できます。 

→→→→４日目に目にするマチュピチュは感動的 

募集中募集中募集中募集中    

2013 年年年年 

6月月月月28日日日日(金金金金) 

    ～～～～ 

7 月月月月8 日日日日(月月月月)    

アメリカ 

初夏のデナリ 

ハイキング１１日間 

 

催 10 名 食朝８・昼８・夕７  

レベル★★ 

568,000 円円円円    

(予価) 

北米大陸最高峰マッキンリー 

のお膝元、アラスカで最も雄 

大な山岳景観を誇るデナリへ。 

専用車・日本語現地ガイド同 

行で移動途中もたっぷりミニ 

ハイク。アラスカ鉄道の乗車、 

極北のリゾート温泉でのハイ 

キングと入浴も楽しみのひと 

つです。    →→→→トレイルから見渡すアラスカ山脈の山並み 

 

   

募集中募集中募集中募集中    

 

2013 年年年年 

6 月月月月 1 日日日日(土土土土) 

～～～～19 日日日日(水水水水) 

チベット 

カイラス巡礼と 

チョモランマ展望＆

青蔵鉄道１９日間 

催８名 食朝 16・昼 16・夕 17  

レベル★★★ 

先取り

678,000 円円円円    

(予価) 

ラサを観光後、チベット仏教 

の聖峰・カイラスの山裾をト 

レッキングで巡拝。チョモラ 

ンマ BC にて世界最高峰の展 

望を楽しみ、最後は青蔵鉄道 

に乗って中国へ入ります。 

→→→→チベット仏教の聖なる頂として巡礼者が絶えないカイラス山 

募集中募集中募集中募集中    

2013 年年年年 

6 月月月月12 日日日日(水水水水) 

～～～～20 日日日日(木木木木) 

フランス･スペイン  

ピレネー・ハイキング

９日間 

 

催６名 食朝７・昼７・夕６  

レベル★★ 

先取り

439,000 円円円円    

(予価)    

多彩な高山植物が見られる季節。 

スイスアルプスに比べて静かな 

山歩きが楽しめます。南西フラ 

ンスやカタルーニャ地方のロー 

カル食や文化にも触れます。 

                →→→→たくさんの花々が見られます 

募集中募集中募集中募集中    

2013 年年年年 

6 月月月月29 日日日日(土土土土) 

～～～～7月月月月9日日日日(火火火火)    

イタリア  

ドロミテ・ハイキング

１１日間 

 

催６名 食朝９・昼９・夕８  

レベル★★ 

先取り

459,000 円円円円    

(予価) 

怪峰「サッソルンゴ」や「ドラ

イチンネン」など独特の岩峰や

岩塔群が見られるドロミテのハ

イキング。初夏の花々を愛でな

がら歩きます。 

→→→→カルデナ谷の盟主サッソルンゴ 

以下の先取りツアーを 2013 年年年年３３３３月末日月末日月末日月末日までにお申し込みいただいた方は、２２２２万円割引万円割引万円割引万円割引！！！！ 

●●●●旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金はははは予価予価予価予価になりますになりますになりますになります。。。。確定料金確定料金確定料金確定料金、、、、ツアーツアーツアーツアー詳細詳細詳細詳細についてはについてはについてはについては次号次号次号次号パンフレットパンフレットパンフレットパンフレット(2013(2013(2013(2013 年年年年３３３３月発行予定月発行予定月発行予定月発行予定))))にておにておにておにてお知知知知らせしますらせしますらせしますらせします    

 

 



催行状況催行状況催行状況催行状況    

期期期期    間間間間    

ツアーツアーツアーツアー名名名名・・・・諸条件諸条件諸条件諸条件    

レベルレベルレベルレベル    

ツアーツアーツアーツアー代金代金代金代金    

((((新千歳発着新千歳発着新千歳発着新千歳発着))))    

ツアーツアーツアーツアーののののポイントポイントポイントポイント    

催行間近催行間近催行間近催行間近    

2013 年年年年 

7 月月月月23 日日日日(火火火火) 

        ～～～～ 

8 月月月月2 日日日日(金金金金)    

スイス・フランス  

ヨーロッパアルプス 

三大名峰ハイキング

１１日間 

催８名 食朝８・昼０・夕３  

レベル★★ 

先取り

429,000 円円円円    

(予価) 

グリンデルワルト、ツェルマット、 

シャモニーの 3 ヶ所にそれぞれ連 

泊し、アイガーやマッターホルン、 

モンブランなど名峰群を眺めるハ 

イキングをたっぷり満喫します。 

→→→→マッターホルンを眺めながら 

秋秋秋秋のののの先取先取先取先取りりりり    

募集中募集中募集中募集中    

2013 年年年年 

9 月月月月25 日日日日(水水水水) 

        ～～～～ 

10 月月月月4 日日日日(金金金金) 

アイスランド 

オーロラ観測と 

大自然周遊１０日間 

催 10 名 食朝８・昼７・夕７  

レベル◆ 

先取り

558,000 円円円円    

(予価) 

大峡谷、火山、大瀑布など驚異 

の自然景観の宝庫・アイスラン 

ドの見所を巡ります。またオー 

ロラベルトの真下という位置で 

のオーロラ観測も。北米に比べ 

て比較的温かい条件で観賞でき 

るのも魅力です。 →→→→豪快な名瀑や火山の絶景を間近で探勝 

 新緑と花登山の旅、島の山旅・自然探訪の旅 

催行状況催行状況催行状況催行状況    

期期期期    間間間間         

ツアーツアーツアーツアー名名名名・・・・諸諸諸諸条件条件条件条件････    

レベルレベルレベルレベル    

ツアーツアーツアーツアー代金代金代金代金    

((((新千歳発着新千歳発着新千歳発着新千歳発着))))    

ツアーツアーツアーツアーののののポイントポイントポイントポイント    

募集中募集中募集中募集中    

2013 年年年年 

3 月月月月12 日日日日(火火火火) 

～～～～18日日日日(月月月月)    

小笠原諸島（東京都) 

大自然探訪７日間 

催８名 食朝４・昼１・夕３  

レベル★  

228,000 円円円円 

世界自然遺産の遥かなる離島へ。上 

陸数限定の南島や、母島・南崎トレ 

ッキング、森のナイトツアーなど稀 

有な大自然を体感。 

→→→→自然保護のため上陸が制限されている南島 

募集中募集中募集中募集中    

2013 年年年年 

4 月月月月20 日日日日(土土土土) 

～～～～23日日日日(火火火火)    

対 馬 (長崎県) 

白嶽登山と歴史・ 

自然巡り４日間 

催６名 食朝２・昼１・夕２  

レベル★  

158,000 円円円円 

九州百名山の一座・白嶽に登り、日 

韓国境の島ならではの大陸系と日本 

系の植物が共存する山や森をハイキ 

ング。対朝鮮の歴史を物語る史跡や 

海岸美も観光します。 

→→→→白い巨岩帯と大パノラマが魅力の白嶽 

催行間近催行間近催行間近催行間近    

2013 年年年年 

4 月月月月30 日日日日(火火火火) 

        ～～～～ 

5 月月月月 2 日日日日(木木木木)    

佐 渡 (新潟県) 

佐渡フラワーハイキング 

３日間 

催６名 食朝２・昼０・夕２  

レベル★★    

128,000 円円円円 

早春の花々が一斉に花開く“春の 

花の名所”佐渡。大佐渡山脈山懐 

のフラワートレイルを歩きながら、 

越後特産種のオオミスミソウやカ 

タクリなど花々の共演を愛でます。 

→→→→春の訪れを告げるオオミスミソウ(雪割草) 

募集中募集中募集中募集中    

2013 年年年年 

5 月月月月17 日日日日(金金金金) 

～～～～20日日日日(月月月月)    

神津島・伊豆大島(東京都) 

天上山と三原山 

登頂４日間 

催４名 食朝２・昼０・夕２  

レベル★★  

４４４４名名名名からからからから催行催行催行催行    

128,000 円円円円 

それぞれ個性的な山容を見せる伊 

豆七島の２島２山を巡ります。島 

ならではの独特の自然景観と郷土 

の味も満喫。天上山は伊豆特産種 

オオシマツツジの開花期です。 

    →→→→変化に富んだ景観が広がる天上山 

募募募募集中集中集中集中    

2013 年年年年 

5 月月月月26 日日日日(日日日日) 

～～～～29日日日日(水水水水)    

阿蘇山・九重山 

(大分県・熊本県) 

ミヤマキリシマ咲く 

阿蘇山・九重山４日間 

催８名 食朝３・昼０・夕３  

レベル★★★ 

168,000 円円円円 

九州の固有種ミヤマキリシマツツ 

ジが見ごろの阿蘇山と九重連山を 

歩きます。九重では山中に湧く九 

州最高所の温泉・法華院温泉山荘 

に泊まって縦走。最終日は湯布院 

温泉に宿泊して散策も楽しみます。 

→→→→九重の山並みを見渡す内湯にゆったり浸かれる法華院温泉山荘 

●各ツアー詳細については、最新のツアーカタログでご案内しています。電話またはホームページより 

お気軽にご請求ください ●全コース、添乗員または現地係員が同行します 

●燃油サーチャージ・空港諸税は別途申し受けます(海外ツアーのみ)   

●新千歳空港発着以外の設定もございます。旅行代金の差額など詳しくはお問い合わせください  

■■■■旅行企画旅行企画旅行企画旅行企画・・・・実施実施実施実施                                                                                                                                                    

株式会社ノマド  

〒060-0062 札幌市中央区南 2 条西 6 丁目 

一閤ビル 2 階 

観光庁長官登録旅行業第 1668 号 

全国旅行業協会正会員     

■■■■■■■■おおおお申申申申しししし込込込込みみみみ・・・・おおおお問問問問いいいい合合合合わわわわせせせせ    

TEL 011-261-2039 
FAX 011-261-1998 

e-mail:tour@hokkaido-nomad.co.jp 
http://www.hokkaido-nomad.co.jp 

国 内 

 

 


