
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

旅行代金 参加人数による変動制 新千歳･成田発着同額 ※その他の発着についてはお問合せ下さい

579,000 円円円円(参加参加参加参加 9～～～～10 名名名名様様様様のののの場合場合場合場合)     589,000 円円円円(参加参加参加参加 8 名名名名様様様様のののの場合場合場合場合) 

609,000 円円円円(参加参加参加参加 6～～～～7 名名名名様様様様のののの場合場合場合場合)   ※※※※1111 人部屋追加料金人部屋追加料金人部屋追加料金人部屋追加料金 65,000 円        

●●●●ごごごご参加参加参加参加おおおお申申申申しししし込込込込みみみみ第第第第 1111 次次次次締切締切締切締切／／／／１０１０１０１０月月月月２１２１２１２１日日日日((((月月月月))))    

入山数限定入山数限定入山数限定入山数限定・・・・完全予約制完全予約制完全予約制完全予約制ののののトレッキングルートトレッキングルートトレッキングルートトレッキングルートのためのためのためのため、、、、おおおお早早早早めにめにめにめにおおおお申申申申しししし込込込込みみみみ下下下下さいさいさいさい。。。。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニニュューージジーーラランンドド航航空空利利用用  

↑↑↑↑ルートバーントラック１日目の宿泊地マッケンジー・

ロッジの近くにある景勝地・マッケンジー湖 

旅行企画･実施 株式会社ノマド 

2013201320132013 年年年年 12121212 月月月月 11111111 日日日日((((水水水水))))出発出発出発出発    

ミミルルフフォォーードドトトララッッククとと  

ママウウンントトククッックク 1111 日日間間  

催行決定 

残席わずか 

詳細は当ホームページに掲載しています 



 
 

NZNZNZNZ 屈指のののの山岳展望トラックトラックトラックトラックとととと氷河展望。知る人人人人ぞ知る絶景ルートルートルートルートを歩くくくく    

ルートバーントラックルートバーントラックルートバーントラックルートバーントラックとととと南島大大大大自然周遊 11111111 日日日日間 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈利用予定航空会社〉 ニュージーランド航空 

〈利用予定ホテル〉 クイーンズタウン／シーニック・スイーツホ

テル、フランツ・ジョセフ氷河ビレッジ／シーニックホテル・フラン

ツ･ジョセフ、マルイア温泉／マルイア･スプリングス、クライスト

チャーチ／スディマホテル または同等クラス 

 ※ルートバーントレッキング中はロッジ宿泊となります 

〈食事〉朝８回・昼５回・夕９回 〈最少催行人数〉６名(最大 10 名) 

〈１人部屋追加料金〉 ６５,０００円(ルートバーントラックのロッジ２

泊を除く７泊分) 〈添乗員〉 新千歳空港から全行程同行 

■査証／不要 ■パスポート残存有効期間／入国時６ヶ月以上 

■燃油サーチャージ・空港諸税は別途申し受けます 

 (目安５５,０００円 ※２０１３年３月現在) 

黄黄黄黄    

龍龍龍龍    

 都都都都        市市市市    行行行行                            程程程程    食事食事食事食事    

１１１１    

新 千 歳 

成 田 

(午前～午後)新千歳✈成田✈ 

【機中泊】 

―

― 

機 

２２２２    

オ ー ク ラ ン ド 

 

クイーンズタウン 

(午前)オークランド✈(午後)クイーンズタウンクイーンズタウンクイーンズタウンクイーンズタウン 

着後、ホテルへ。 

夕刻、ルールールールートバーントバーントバーントバーントラックトラックトラックトラックのののの説明会説明会説明会説明会(日本語) 

に参加します。     【クイーンズタウン泊】 

機 

― 

夕 

３３３３    

クイーンズタウン 

テ ・ ア ナ ウ 

ディ バイド峠 

キー・サミット 

マッケンジー 

ロッジ 

■ルートバーントラック１日目 

ツアーバスにてテテテテ・・・・アナウアナウアナウアナウへ(所要約２時間半)。 

モーニングティーの休憩後、登山口となるディディディディ

バイドバイドバイドバイド峠峠峠峠へ。大展望が広がるキーサミットキーサミットキーサミットキーサミットを往

復し、ホーデンホーデンホーデンホーデン湖湖湖湖畔の小屋でランチ。ランなど

たくさんの花が見られるイヤーランドイヤーランドイヤーランドイヤーランド滝滝滝滝を通過

してマッケンジーマッケンジーマッケンジーマッケンジー・・・・ロッジロッジロッジロッジへ。 

●歩行４～６時間  【マッケンジー・ロッジ泊】 

朝 

昼 

夕 

４４４４    

マッケンジー 

ロッジ 

 

ハ リ ス 峠 

 

コニカル・ヒル 

 

ルートバーン 

フォールズ・ロッジ 

 

■ルートバーントラック２日目 

マッケンジーマッケンジーマッケンジーマッケンジー湖湖湖湖を見下ろしながらジグザグと

登っていきます。稜線へ出ると、氷河を抱い

たダーランダーランダーランダーラン山脈山脈山脈山脈と眼下にホリフォードホリフォードホリフォードホリフォード谷谷谷谷を見

渡す素晴らしい展望が広がります。ハリスハリスハリスハリス峠峠峠峠

小屋でランチ後、条件が良ければコース中最

高点コニカルコニカルコニカルコニカル・・・・ヒルヒルヒルヒル(1515m)を往復。滝の畔に

建つルートバーンルートバーンルートバーンルートバーン・・・・フフフフォールズォールズォールズォールズ・・・・ロッジロッジロッジロッジへ下り

ます。●歩行５～７時間  

【.ルートバーン・フォールズ・ロッジ泊】

朝 

昼 

夕 

５５５５    

ルートバーン 

フォールズ・ロッジ 

 

ロードエンド 

 

グレノーキー 

 

クイーンズタウン 

■ルートバーントラック３日目 

ロッジからルートバーンフラットルートバーンフラットルートバーンフラットルートバーンフラットまでブナの自

生林の中を下っていきます。途中の山小屋で

モーニングティー、ランチをとりながら終了点

のロードエンドロードエンドロードエンドロードエンドへ。午後、ツアーバスにてグレグレグレグレ

ノーキーノーキーノーキーノーキー経由でクイーンズタウンへ。ディナー

パーティにて完完完完歩歩歩歩証証証証のののの授与授与授与授与があります。 

●歩行３～４時間   【クイーンズタウン泊】 

朝 

昼 

夕 

６６６６    

クイーンズタウン 

マセソン湖 

フォックス氷河 

 

フランツ･ 

ジョセフ氷河 VL 

専用車にてウエストランドウエストランドウエストランドウエストランド国立公園国立公園国立公園国立公園へ。マセソマセソマセソマセソ

ンンンン湖湖湖湖ハイキングハイキングハイキングハイキング(約１時間)、フォックスフォックスフォックスフォックス氷河氷河氷河氷河な

どに立ち寄りながら、フランツフランツフランツフランツ・・・・ジョセフジョセフジョセフジョセフ氷河氷河氷河氷河ビビビビ

レッジレッジレッジレッジ(VL)(VL)(VL)(VL)へ。サザンアルプスの山並みと氷

河を見渡す絶景を堪能しながらの移動です。

原生林に囲まれた閑静なホテルに２連泊。 

【フランツ・ジョセフ氷河 VL 泊】 

朝 

― 

夕 

７７７７    

フランツ･ 

ジョセフ氷河 VL  

アレックス・ノブ 

フランツ･ 

ジョセフ氷河 VL 

終日、、、、フランツフランツフランツフランツ････ジョセフジョセフジョセフジョセフ氷氷氷氷河河河河を真正面に望む

一等展望ピークアレックスアレックスアレックスアレックス・・・・ノブノブノブノブへのハイキン

グ。大展望地でゆっくり贅沢なランチを。ウエ

ストランド特有の見事なレインレインレインレイン・・・・フォレストフォレストフォレストフォレストの原

生林も歩きます。●歩行約７時間 

 【フランツ・ジョセフ氷河 VL 泊】 

朝 

昼 

夕 

８８８８    

フランツ･ 

ジョセフ氷河 VL 

 

マルイア温泉 

専用車にて西海岸を北上し、ホキティカ、グレ

イマウス経由でマルイアマルイアマルイアマルイア････ルイスパスルイスパスルイスパスルイスパス自然景自然景自然景自然景

勝指定地勝指定地勝指定地勝指定地へ。宿泊は山間部にある純和風純和風純和風純和風のののの

温泉温泉温泉温泉リゾートリゾートリゾートリゾート。大自然に抱かれた露天風呂は

開放感いっぱいです。   【マルイア温泉泊】 

朝 

― 

夕 

９９９９    

マルイア温泉 

ラ フ ･ サ ド ル 

マルイア温泉 

ニュージーランド屈指の広大なブナ原生林が

残るラフラフラフラフ・・・・サドルサドルサドルサドル・・・・ハイキングハイキングハイキングハイキング。清浄無垢の山

上湿原や爽快な展望尾根を歩きます。 

●歩行約６時間      【マルイア温泉泊】 

朝 

昼 

夕 

10101010    

マルイア温泉 

ル イ ス ト ッ プ 

クライストチャーチ 

午前、ルイストップルイストップルイストップルイストップ････ハイキングハイキングハイキングハイキング。森林限界上

の展望台を目指す手軽なハイキングです。芝

生を敷き詰めた展望広がる頂上で贅沢なコ

ーヒータイムを楽しみ、昼食後、専用車でクラ

イストチャーチへ。  【クライストチャーチ泊】 

朝 

― 

夕 

11111111    

クライストチャーチ 

オ ー ク ラ ン ド 

成田／新千歳 

(早朝)クライストチャーチ✈オークランド 

✈(夕刻)成田✈(夜)新千歳 

機 

機

― 

※歩行時間は休憩などを除いた実質歩行時間の目安です。 

※マルイア温泉の露天風呂は水着着用となります。各自、ご用意下さい。 

※９日目ハイキングは天候、コース状況、ご参加者の体力や希望によりミュ

ーラー・ターンズまたはその他のコースに変更の場合があります。 

 

ＰＰＰＰＰＰＰＰｏｏｏｏｏｏｏｏｉｉｉｉｉｉｉｉｎｎｎｎｎｎｎｎｔｔｔｔｔｔｔｔ        
１１１１    ニュージーランド随一の山岳展望トレイル“ルートバ 

ーントラック”を２泊３日で完歩！ 

２２２２ ウエストランド国立公園の最大の見どころ“フランツ･ 

ジョセフ氷河”のホテルをベースに、ダイナミックな氷 

河展望コース、神秘的なブナ原生林コースを歩く！  

３３３３ ニュージーランド唯一の日本式温泉“マルイア温泉” 

に２連泊。大自然の中のオアシスでゆったり！  

４４４４ 往復ニュージーランド航空利用で成田直行。フライト 

時間は約 11 時間と最短！ 

ニュージーランドニュージーランドニュージーランドニュージーランド    

2014 年
 
                  9～10 名様の場合  8 名様の場合       6～7 名様の場合 

１月１８日(土)～２８日(火) 旅行代金 ５５５５７９７９７９７９,,,,００００００００００００円円円円 ５５５５８８８８９９９９,,,,００００００００００００円円円円    ６０６０６０６０９９９９,,,,００００００００００００円円円円  

新千歳・成田 

発着同額 

６名から催行 

最大１０名 ★★★★ ★★★★     

トレッキングトレッキングトレッキングトレッキング    

３～５日目  ルルルル
ルルルルルルルルーーーー

ーーーーーーーートトトト
トトトトトトトトババババ
ババババババババーーーー

ーーーーーーーーンンンン
ンンンンンンンントトトト

トトトトトトトトララララ
ララララララララッッッッ

ッッッッッッッックククク
クククククククク    

        

世界遺産フィヨルドランド国立公園とマウント・アスパイアリング国立公

園にまたがる全長約 35ｋｍのトレッキングルート。ニュージーランドのト

レイルではミルフォードトラックと人気を二分し、特に山岳景観の素晴ら

しさで知られています。比較的なだらかな森林コースを行くミルフォード

に比べ、ルートバーンは登り下りのある起伏に富んだコースで、サザン

アルプスの山並みや深い渓谷を見渡す雄大な山岳展望が魅力。ブナ

の原生林や点在する滝、山上湖を巡り、固有の高山植物や野鳥との

出会いを楽しみながら、快適なロッジに２泊して歩き通します。 

↑↑↑↑ルートバーントラック１日目、360 度の大展望が広がるキーサミット。池塘のある

湿地帯で、ラン、デイジー、リリーなど植物の宝庫です 

←←←← 天候が 良

ければルート

の最高地点コ

ニカル・ヒル

(1515ｍ)へ登

ります。ピー

クからは氷河

を抱くダーラ

ン山脈のパノ

ラマが一望の

もと 

 

※その他の空港発着についてはお問い合わせ下さい 

往復ニュージーランド航空利用！ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←←←←ルートバーントラック２日目、ハリスサドル 

からコニカル・ヒルへの登り。眼下には青い 

湖面をたたえるハリス湖が広がります 

    

→→→→ルート上で出会うことがあるいたずらイ

ンコのケア。人なつっこく近づいてきます

が、荷物を取られないように要注意 

 

６・７日目 ウエストランド国立公園 

 アアアア
アアアアアアアアレレレレ

レレレレレレレレッッッッ
ッッッッッッッックククク

ククククククククスススス
スススススススス・・・・

・・・・・・・・ノノノノ
ノノノノノノノノブブブブ
ブブブブブブブブ氷氷氷氷

氷氷氷氷氷氷氷氷河河河河
河河河河河河河河展展展展

展展展展展展展展望望望望
望望望望望望望望ハハハハ

ハハハハハハハハイイイイ
イイイイイイイイキキキキ

キキキキキキキキンンンン
ンンンンンンンンググググ

ググググググググ    
        

世界遺産マウントクック国立公園の西側にウエストランド国

立公園。氷河を抱いたサザンアルプスのダイナミックな峰々

を見渡す山岳絶景が魅力です。ここでは最大の観光スポッ

トであるフランツ・ジョセフ氷河のすぐ麓、フランツ･ジョセフ

氷河ビレッジのホテルに連泊し、氷河展望ハイキングを楽し

みます。フォックス氷河に近いマセソン湖では湖面に映る美

しい山並みを眺めながらの１周ハイキング。また標高 1290

ｍのアレックス･ノブへのハイキングでは、フランツ･ジョセフ

氷河を真正面に見晴らす圧巻の山岳景観を楽しみます。 

←←←←アレックス・ノブのピークから望

むフランツ・ジョセフ氷河。展望地ま

ではウエストランド特有のレイン･フ

ォレストの原生林を行き、手付かず

に残る豊かな自然を満喫します 

８・９日目 マルイア･ルイスパス自然景勝指定地 

ママママ
ママママママママルルルル

ルルルルルルルルイイイイ
イイイイイイイイアアアア

アアアアアアアア温温温温
温温温温温温温温泉泉泉泉

泉泉泉泉泉泉泉泉＆＆＆＆
＆＆＆＆＆＆＆＆ララララ

ララララララララフフフフ
フフフフフフフフ・・・・

・・・・・・・・ササササ
ササササササササドドドド

ドドドドドドドドルルルル
ルルルルルルルル････

････････ハハハハ
ハハハハハハハハイイイイ

イイイイイイイイキキキキ
キキキキキキキキンンンン

ンンンンンンンンググググ
ググググググググ    

        

マルイア温泉周辺は広大なブナ原生林が残され、知る人ぞ

知る穴場のハイキングエリア。ラフ・サドル･ハイキングでは赤

ブナの巨木とシダや苔むす美しい森を歩き、山上湿原や展望

広がる尾根を縦走します。ピークからは、人工物が全く無い

大自然の真ん中にいて景色を独り占めする喜びに浸れま

す。マルイア温泉は日本によって開発された純和風温泉で、

泉質は硫黄泉。露天風呂、 

男女別大浴場、個室風呂 

などがあります。清流の 

せせらぎを聞きながら入 

る露天風呂は開放感たっ 

ぷり。心身が癒されます。 

 

→→→→マルイア温泉の露天風呂 

←←←←コニカル･ヒルの

分岐・ハリス峠の

小屋。２日目のラ

ンチはここで 

→→→→トレイルの森で

見られるブナは日

本のブナとは全く

違う常緑樹。赤ブ

ナ、金ブナ、銀ブ

ナがあります 

↑↑↑↑ラフ・サドルの赤ブナ大王 

 

↑↑↑↑ラフ・サドル、上部湿原から滝の上

へ。大自然の真っ只中にいる感動を ↑↑↑↑ラフ・サドルの山上湖 

ご参加の皆様へ＜旅行条件抜粋＞ おおおお申申申申しししし込込込込みのみのみのみの際際際際にはにはにはには、、、、必必必必ずずずず旅行条件書旅行条件書旅行条件書旅行条件書をおをおをおをお受受受受けけけけ取取取取りくださいりくださいりくださいりください。。。。旅行条件旅行条件旅行条件旅行条件はははは、、、、パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットのののの内容内容内容内容、、、、条件条件条件条件によるほかによるほかによるほかによるほか、、、、    
                                                    別途別途別途別途おおおお渡渡渡渡しするごしするごしするごしするご旅行条件書旅行条件書旅行条件書旅行条件書、、、、最終日程表並最終日程表並最終日程表並最終日程表並びにびにびにびに当社募集型企画旅行約款当社募集型企画旅行約款当社募集型企画旅行約款当社募集型企画旅行約款によりますによりますによりますによります    

■■■■募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約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。 
    

■■■■旅行旅行旅行旅行のおのおのおのお申申申申しししし込込込込みみみみ及及及及びびびび契約成立時期契約成立時期契約成立時期契約成立時期    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。） 
    

■■■■おおおお申込金申込金申込金申込金（（（（おおおお一人様一人様一人様一人様））））    
●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 

    

■■■■取消料取消料取消料取消料    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 

旅行開始日 

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～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％ 
    

■■■■旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のおのおのおのお支払支払支払支払いいいい    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。 
    

■■■■旅行旅行旅行旅行代金代金代金代金にににに含含含含まれるものまれるものまれるものまれるもの    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。 

    

■■■■旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金にににに含含含含まれないものまれないものまれないものまれないもの    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 
    

■■■■特別補償特別補償特別補償特別補償    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。 
    

■■■■旅行条件旅行条件旅行条件旅行条件（（（（抜粋抜粋抜粋抜粋））））基準日基準日基準日基準日 この旅行条件は、2013 年３月１日を基準としています。又、この旅行代金は、2013 年３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 2013 年３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。 
    

■■■■個人情報個人情報個人情報個人情報のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いについていについていについていについて    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。 
    

■■■■そのそのそのその他他他他    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                                

〒060-0062 札幌市中央区南２条西６丁目８番地一閤ビル２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     

■お申し込み・お問い合わせ 

TEL： 011-261-2039  FAX: 011-261-1998 

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

http://www.facebook.com/sapporonomad 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

旅行代金 参加人数による変動制 新千歳･成田発着同額 ※その他の発着についてはお問合せ下さい

579,000 円円円円(参加参加参加参加 9～～～～10 名名名名様様様様のののの場合場合場合場合)     589,000 円円円円(参加参加参加参加 8 名名名名様様様様のののの場合場合場合場合) 

609,000 円円円円(参加参加参加参加 6～～～～7 名名名名様様様様のののの場合場合場合場合)   ※※※※1111 人部屋追加料金人部屋追加料金人部屋追加料金人部屋追加料金 65,000 円        

●●●●ごごごご参加参加参加参加おおおお申申申申しししし込込込込みみみみ第第第第 1111 次次次次締切締切締切締切／／／／１０１０１０１０月月月月２１２１２１２１日日日日((((月月月月))))    

入山数限定入山数限定入山数限定入山数限定・・・・完全予約制完全予約制完全予約制完全予約制ののののトレッキングルートトレッキングルートトレッキングルートトレッキングルートのためのためのためのため、、、、おおおお早早早早めにめにめにめにおおおお申申申申しししし込込込込みみみみ下下下下さいさいさいさい。。。。    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニニュューージジーーラランンドド航航空空利利用用  

↑↑↑↑ルートバーントラック１日目の宿泊地マッケンジー・

ロッジの近くにある景勝地・マッケンジー湖 

旅行企画･実施 株式会社ノマド 

2013201320132013 年年年年 12121212 月月月月 11111111 日日日日((((水水水水))))出発出発出発出発    

ミミルルフフォォーードドトトララッッククとと  

ママウウンントトククッックク 1111 日日間間  

催行決定 

残席わずか 

詳細は当ホームページに掲載しています 



 
 

NZNZNZNZ 屈指のののの山岳展望トラックトラックトラックトラックとととと氷河展望。知る人人人人ぞ知る絶景ルートルートルートルートを歩くくくく    

ルートバーントラックルートバーントラックルートバーントラックルートバーントラックとととと南島大大大大自然周遊 11111111 日日日日間 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈利用予定航空会社〉 ニュージーランド航空 

〈利用予定ホテル〉 クイーンズタウン／シーニック・スイーツホ

テル、フランツ・ジョセフ氷河ビレッジ／シーニックホテル・フラン

ツ･ジョセフ、マルイア温泉／マルイア･スプリングス、クライスト

チャーチ／スディマホテル または同等クラス 

 ※ルートバーントレッキング中はロッジ宿泊となります 

〈食事〉朝８回・昼５回・夕９回 〈最少催行人数〉６名(最大 10 名) 

〈１人部屋追加料金〉 ６５,０００円(ルートバーントラックのロッジ２

泊を除く７泊分) 〈添乗員〉 新千歳空港から全行程同行 

■査証／不要 ■パスポート残存有効期間／入国時６ヶ月以上 

■燃油サーチャージ・空港諸税は別途申し受けます 

 (目安５５,０００円 ※２０１３年３月現在) 

黄黄黄黄    

龍龍龍龍    

 都都都都        市市市市    行行行行                            程程程程    食事食事食事食事    

１１１１    

新 千 歳 

成 田 

(午前～午後)新千歳✈成田✈ 

【機中泊】 

―

― 

機 

２２２２    

オ ー ク ラ ン ド 

 

クイーンズタウン 

(午前)オークランド✈(午後)クイーンズタウンクイーンズタウンクイーンズタウンクイーンズタウン 

着後、ホテルへ。 

夕刻、ルールールールートバーントバーントバーントバーントラックトラックトラックトラックのののの説明会説明会説明会説明会(日本語) 

に参加します。     【クイーンズタウン泊】 

機 

― 

夕 

３３３３    

クイーンズタウン 

テ ・ ア ナ ウ 

ディ バイド峠 

キー・サミット 

マッケンジー 

ロッジ 

■ルートバーントラック１日目 

ツアーバスにてテテテテ・・・・アナウアナウアナウアナウへ(所要約２時間半)。 

モーニングティーの休憩後、登山口となるディディディディ

バイドバイドバイドバイド峠峠峠峠へ。大展望が広がるキーサミットキーサミットキーサミットキーサミットを往

復し、ホーデンホーデンホーデンホーデン湖湖湖湖畔の小屋でランチ。ランなど

たくさんの花が見られるイヤーランドイヤーランドイヤーランドイヤーランド滝滝滝滝を通過

してマッケンジーマッケンジーマッケンジーマッケンジー・・・・ロッジロッジロッジロッジへ。 

●歩行４～６時間  【マッケンジー・ロッジ泊】 

朝 

昼 

夕 

４４４４    

マッケンジー 

ロッジ 

 

ハ リ ス 峠 

 

コニカル・ヒル 

 

ルートバーン 

フォールズ・ロッジ 

 

■ルートバーントラック２日目 

マッケンジーマッケンジーマッケンジーマッケンジー湖湖湖湖を見下ろしながらジグザグと

登っていきます。稜線へ出ると、氷河を抱い

たダーランダーランダーランダーラン山脈山脈山脈山脈と眼下にホリフォードホリフォードホリフォードホリフォード谷谷谷谷を見

渡す素晴らしい展望が広がります。ハリスハリスハリスハリス峠峠峠峠

小屋でランチ後、条件が良ければコース中最

高点コニカルコニカルコニカルコニカル・・・・ヒルヒルヒルヒル(1515m)を往復。滝の畔に

建つルートバーンルートバーンルートバーンルートバーン・・・・フフフフォールズォールズォールズォールズ・・・・ロッジロッジロッジロッジへ下り

ます。●歩行５～７時間  

【.ルートバーン・フォールズ・ロッジ泊】

朝 

昼 

夕 

５５５５    

ルートバーン 

フォールズ・ロッジ 

 

ロードエンド 

 

グレノーキー 

 

クイーンズタウン 

■ルートバーントラック３日目 

ロッジからルートバーンフラットルートバーンフラットルートバーンフラットルートバーンフラットまでブナの自

生林の中を下っていきます。途中の山小屋で

モーニングティー、ランチをとりながら終了点

のロードエンドロードエンドロードエンドロードエンドへ。午後、ツアーバスにてグレグレグレグレ

ノーキーノーキーノーキーノーキー経由でクイーンズタウンへ。ディナー

パーティにて完完完完歩歩歩歩証証証証のののの授与授与授与授与があります。 

●歩行３～４時間   【クイーンズタウン泊】 

朝 

昼 

夕 

６６６６    

クイーンズタウン 

マセソン湖 

フォックス氷河 

 

フランツ･ 

ジョセフ氷河 VL 

専用車にてウエストランドウエストランドウエストランドウエストランド国立公園国立公園国立公園国立公園へ。マセソマセソマセソマセソ

ンンンン湖湖湖湖ハイキングハイキングハイキングハイキング(約１時間)、フォックスフォックスフォックスフォックス氷河氷河氷河氷河な

どに立ち寄りながら、フランツフランツフランツフランツ・・・・ジョセフジョセフジョセフジョセフ氷河氷河氷河氷河ビビビビ

レッジレッジレッジレッジ(VL)(VL)(VL)(VL)へ。サザンアルプスの山並みと氷

河を見渡す絶景を堪能しながらの移動です。

原生林に囲まれた閑静なホテルに２連泊。 

【フランツ・ジョセフ氷河 VL 泊】 

朝 

― 

夕 

７７７７    

フランツ･ 

ジョセフ氷河 VL  

アレックス・ノブ 

フランツ･ 

ジョセフ氷河 VL 

終日、、、、フランツフランツフランツフランツ････ジョセフジョセフジョセフジョセフ氷氷氷氷河河河河を真正面に望む

一等展望ピークアレックスアレックスアレックスアレックス・・・・ノブノブノブノブへのハイキン

グ。大展望地でゆっくり贅沢なランチを。ウエ

ストランド特有の見事なレインレインレインレイン・・・・フォレストフォレストフォレストフォレストの原

生林も歩きます。●歩行約７時間 

 【フランツ・ジョセフ氷河 VL 泊】 

朝 

昼 

夕 

８８８８    

フランツ･ 

ジョセフ氷河 VL 

 

マルイア温泉 

専用車にて西海岸を北上し、ホキティカ、グレ

イマウス経由でマルイアマルイアマルイアマルイア････ルイスパスルイスパスルイスパスルイスパス自然景自然景自然景自然景

勝指定地勝指定地勝指定地勝指定地へ。宿泊は山間部にある純和風純和風純和風純和風のののの

温泉温泉温泉温泉リゾートリゾートリゾートリゾート。大自然に抱かれた露天風呂は

開放感いっぱいです。   【マルイア温泉泊】 

朝 

― 

夕 

９９９９    

マルイア温泉 

ラ フ ･ サ ド ル 

マルイア温泉 

ニュージーランド屈指の広大なブナ原生林が

残るラフラフラフラフ・・・・サドルサドルサドルサドル・・・・ハイキングハイキングハイキングハイキング。清浄無垢の山

上湿原や爽快な展望尾根を歩きます。 

●歩行約６時間      【マルイア温泉泊】 

朝 

昼 

夕 

10101010    

マルイア温泉 

ル イ ス ト ッ プ 

クライストチャーチ 

午前、ルイストップルイストップルイストップルイストップ････ハイキングハイキングハイキングハイキング。森林限界上

の展望台を目指す手軽なハイキングです。芝

生を敷き詰めた展望広がる頂上で贅沢なコ

ーヒータイムを楽しみ、昼食後、専用車でクラ

イストチャーチへ。  【クライストチャーチ泊】 

朝 

― 

夕 

11111111    

クライストチャーチ 

オ ー ク ラ ン ド 

成田／新千歳 

(早朝)クライストチャーチ✈オークランド 

✈(夕刻)成田✈(夜)新千歳 

機 

機

― 

※歩行時間は休憩などを除いた実質歩行時間の目安です。 

※マルイア温泉の露天風呂は水着着用となります。各自、ご用意下さい。 

※９日目ハイキングは天候、コース状況、ご参加者の体力や希望によりミュ

ーラー・ターンズまたはその他のコースに変更の場合があります。 

 

ＰＰＰＰＰＰＰＰｏｏｏｏｏｏｏｏｉｉｉｉｉｉｉｉｎｎｎｎｎｎｎｎｔｔｔｔｔｔｔｔ        
１１１１    ニュージーランド随一の山岳展望トレイル“ルートバ 

ーントラック”を２泊３日で完歩！ 

２２２２ ウエストランド国立公園の最大の見どころ“フランツ･ 

ジョセフ氷河”のホテルをベースに、ダイナミックな氷 

河展望コース、神秘的なブナ原生林コースを歩く！  

３３３３ ニュージーランド唯一の日本式温泉“マルイア温泉” 

に２連泊。大自然の中のオアシスでゆったり！  

４４４４ 往復ニュージーランド航空利用で成田直行。フライト 

時間は約 11 時間と最短！ 

ニュージーランドニュージーランドニュージーランドニュージーランド    

2014 年
 
                  9～10 名様の場合  8 名様の場合       6～7 名様の場合 

１月１８日(土)～２８日(火) 旅行代金 ５５５５７９７９７９７９,,,,００００００００００００円円円円 ５５５５８８８８９９９９,,,,００００００００００００円円円円    ６０６０６０６０９９９９,,,,００００００００００００円円円円  

新千歳・成田 

発着同額 

６名から催行 

最大１０名 ★★★★ ★★★★     

トレッキングトレッキングトレッキングトレッキング    

３～５日目  ルルルル
ルルルルルルルルーーーー

ーーーーーーーートトトト
トトトトトトトトババババ
ババババババババーーーー

ーーーーーーーーンンンン
ンンンンンンンントトトト

トトトトトトトトララララ
ララララララララッッッッ

ッッッッッッッックククク
クククククククク    

        

世界遺産フィヨルドランド国立公園とマウント・アスパイアリング国立公

園にまたがる全長約 35ｋｍのトレッキングルート。ニュージーランドのト

レイルではミルフォードトラックと人気を二分し、特に山岳景観の素晴ら

しさで知られています。比較的なだらかな森林コースを行くミルフォード

に比べ、ルートバーンは登り下りのある起伏に富んだコースで、サザン

アルプスの山並みや深い渓谷を見渡す雄大な山岳展望が魅力。ブナ

の原生林や点在する滝、山上湖を巡り、固有の高山植物や野鳥との

出会いを楽しみながら、快適なロッジに２泊して歩き通します。 

↑↑↑↑ルートバーントラック１日目、360 度の大展望が広がるキーサミット。池塘のある

湿地帯で、ラン、デイジー、リリーなど植物の宝庫です 

←←←← 天候が 良

ければルート

の最高地点コ

ニカル・ヒル

(1515ｍ)へ登

ります。ピー

クからは氷河

を抱くダーラ

ン山脈のパノ

ラマが一望の

もと 

 

※その他の空港発着についてはお問い合わせ下さい 

往復ニュージーランド航空利用！ 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

←←←←ルートバーントラック２日目、ハリスサドル 

からコニカル・ヒルへの登り。眼下には青い 

湖面をたたえるハリス湖が広がります 

    

→→→→ルート上で出会うことがあるいたずらイ

ンコのケア。人なつっこく近づいてきます

が、荷物を取られないように要注意 

 

６・７日目 ウエストランド国立公園 

 アアアア
アアアアアアアアレレレレ

レレレレレレレレッッッッ
ッッッッッッッックククク

ククククククククスススス
スススススススス・・・・

・・・・・・・・ノノノノ
ノノノノノノノノブブブブ
ブブブブブブブブ氷氷氷氷

氷氷氷氷氷氷氷氷河河河河
河河河河河河河河展展展展

展展展展展展展展望望望望
望望望望望望望望ハハハハ

ハハハハハハハハイイイイ
イイイイイイイイキキキキ

キキキキキキキキンンンン
ンンンンンンンンググググ

ググググググググ    
        

世界遺産マウントクック国立公園の西側にウエストランド国

立公園。氷河を抱いたサザンアルプスのダイナミックな峰々

を見渡す山岳絶景が魅力です。ここでは最大の観光スポッ

トであるフランツ・ジョセフ氷河のすぐ麓、フランツ･ジョセフ

氷河ビレッジのホテルに連泊し、氷河展望ハイキングを楽し

みます。フォックス氷河に近いマセソン湖では湖面に映る美

しい山並みを眺めながらの１周ハイキング。また標高 1290

ｍのアレックス･ノブへのハイキングでは、フランツ･ジョセフ

氷河を真正面に見晴らす圧巻の山岳景観を楽しみます。 

←←←←アレックス・ノブのピークから望

むフランツ・ジョセフ氷河。展望地ま

ではウエストランド特有のレイン･フ

ォレストの原生林を行き、手付かず

に残る豊かな自然を満喫します 

８・９日目 マルイア･ルイスパス自然景勝指定地 

ママママ
ママママママママルルルル

ルルルルルルルルイイイイ
イイイイイイイイアアアア

アアアアアアアア温温温温
温温温温温温温温泉泉泉泉

泉泉泉泉泉泉泉泉＆＆＆＆
＆＆＆＆＆＆＆＆ララララ

ララララララララフフフフ
フフフフフフフフ・・・・

・・・・・・・・ササササ
ササササササササドドドド

ドドドドドドドドルルルル
ルルルルルルルル････

････････ハハハハ
ハハハハハハハハイイイイ

イイイイイイイイキキキキ
キキキキキキキキンンンン

ンンンンンンンンググググ
ググググググググ    

        

マルイア温泉周辺は広大なブナ原生林が残され、知る人ぞ

知る穴場のハイキングエリア。ラフ・サドル･ハイキングでは赤

ブナの巨木とシダや苔むす美しい森を歩き、山上湿原や展望

広がる尾根を縦走します。ピークからは、人工物が全く無い

大自然の真ん中にいて景色を独り占めする喜びに浸れま

す。マルイア温泉は日本によって開発された純和風温泉で、

泉質は硫黄泉。露天風呂、 

男女別大浴場、個室風呂 

などがあります。清流の 

せせらぎを聞きながら入 

る露天風呂は開放感たっ 

ぷり。心身が癒されます。 

 

→→→→マルイア温泉の露天風呂 

←←←←コニカル･ヒルの

分岐・ハリス峠の

小屋。２日目のラ

ンチはここで 

→→→→トレイルの森で

見られるブナは日

本のブナとは全く

違う常緑樹。赤ブ

ナ、金ブナ、銀ブ

ナがあります 

↑↑↑↑ラフ・サドルの赤ブナ大王 

 

↑↑↑↑ラフ・サドル、上部湿原から滝の上

へ。大自然の真っ只中にいる感動を ↑↑↑↑ラフ・サドルの山上湖 

ご参加の皆様へ＜旅行条件抜粋＞ おおおお申申申申しししし込込込込みのみのみのみの際際際際にはにはにはには、、、、必必必必ずずずず旅行条件書旅行条件書旅行条件書旅行条件書をおをおをおをお受受受受けけけけ取取取取りくださいりくださいりくださいりください。。。。旅行条件旅行条件旅行条件旅行条件はははは、、、、パンフレットパンフレットパンフレットパンフレットのののの内容内容内容内容、、、、条件条件条件条件によるほかによるほかによるほかによるほか、、、、    
                                                    別途別途別途別途おおおお渡渡渡渡しするごしするごしするごしするご旅行条件書旅行条件書旅行条件書旅行条件書、、、、最終日程表並最終日程表並最終日程表並最終日程表並びにびにびにびに当社募集型企画旅行約款当社募集型企画旅行約款当社募集型企画旅行約款当社募集型企画旅行約款によりますによりますによりますによります    

■■■■募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約募集型企画旅行契約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。 
    

■■■■旅行旅行旅行旅行のおのおのおのお申申申申しししし込込込込みみみみ及及及及びびびび契約成立時期契約成立時期契約成立時期契約成立時期    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。） 
    

■■■■おおおお申込金申込金申込金申込金（（（（おおおお一人様一人様一人様一人様））））    
●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 

    

■■■■取消料取消料取消料取消料    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 

旅行開始日 

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～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％ 
    

■■■■旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金のおのおのおのお支払支払支払支払いいいい    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。 
    

■■■■旅行旅行旅行旅行代金代金代金代金にににに含含含含まれるものまれるものまれるものまれるもの    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。 

    

■■■■旅行代金旅行代金旅行代金旅行代金にににに含含含含まれないものまれないものまれないものまれないもの    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 
    

■■■■特別補償特別補償特別補償特別補償    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。 
    

■■■■旅行条件旅行条件旅行条件旅行条件（（（（抜粋抜粋抜粋抜粋））））基準日基準日基準日基準日 この旅行条件は、2013 年３月１日を基準としています。又、この旅行代金は、2013 年３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 2013 年３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。 
    

■■■■個人情報個人情報個人情報個人情報のののの取取取取りりりり扱扱扱扱いについていについていについていについて    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。 
    

■■■■そのそのそのその他他他他    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                                

〒060-0062 札幌市中央区南２条西６丁目８番地一閤ビル２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     

■お申し込み・お問い合わせ 

TEL： 011-261-2039  FAX: 011-261-1998 

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

http://www.facebook.com/sapporonomad 
 


