
 

 

 

 

 

     

       

 

 

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    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    

 

3 月月月月 5 日日日日(水水水水) 

～～～～14 日日日日(金金金金) 
 

スリランカ 

アダムスピーク登頂と 

スリランカ周遊１０日間 

催 ８名 食 朝８・昼８・夕７  

レベル◆＋★★★ 

 

 

 

 

 

▲神秘的な聖山アダムスピーク 

268,000 円円円円    

 

(新千歳・成田・ 

中部・関西 

発着同料金)  

 

世界遺産の宝庫“光り輝く島”スリランカへ。特異な景観と魅

惑的な美人壁画で注目が高まっている“シギリア・ロック”を

始め、スリランカ最大の石窟寺院“ダンブッラ”など 7 つの世

界遺産をめぐります。そして大きな魅力は仏教・ヒンドゥー

教・イスラム教・キリス 

ト教の世界 4 大宗教共通 

の聖山“アダムスピーク” 

への登頂。山頂から仰ぐ 

ご来光は荘厳かつ感動的 

な光景です。スリランカ 

の歴史と自然と文化にた 

っぷり触れる旅へ、ぜひ 

お出かけください。           

▲妖艶な美女の壁画シギリア・レディ 

催行間近催行間近催行間近催行間近    

    

3 月月月月27日日日日(木木木木) 

～～～～ 

4 月月月月 5 日日日日(土土土土) 

    

ネパール 

 

アンナプルナ 

しゃくなげ街道 

トレッキング１０日間 

催 ５名 食 朝７・昼６・夕７  

レベル★★★  

299,000 円円円円    

 

(新千歳・成田・ 

中部・関西 

発着同料金) 

ネパール国花ラリグラスの花が 

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。グ 

ルン族の素朴な山村生活に触れ 

ながらの４泊５日のトレッキン 

グ。最後は温泉のあるタトパニ 

へ下山します。       ▲アンナプルナⅠ峰としゃくなげ 

催行決定催行決定催行決定催行決定    

    

4 月月月月 7 日日日日(月月月月) 

～～～～12 日日日日(土土土土) 

マレーシア 

東南アジア最高峰・ゆったり 

キナバル山登頂６日間 

 

催 ４名 食 朝５・昼４・夕４  

レベル★★★ 低酸素低酸素低酸素低酸素 

 

※完全予約制の山小屋利用の

ため、お早めにお申し込みをお

願いします。 

248,000 円円円円 

(新千歳発着) 

 

218,000 円円円円 

(成田発着) 

標高 4,095m のキナバル山は 

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。下山はルートを変えて 

植物が豊富なマシラウルートで。 

最終日は無人島のビーチでプチ 

リゾートも体験。南国の名峰と 

海を満喫する欲張りツアーです。                                                                 

    

募集中募集中募集中募集中    

 
4 月月月月 6 日日日日(日日日日) 

～～～～11 日日日日(金金金金) 

アメリカ(ハワイ) 

マウナケア山・ 

マウナロア山登頂と 

ハワイ島周遊６日間 

 

催 ６名 食 朝３・昼０・夕３  

レベル★★★ 低酸素低酸素低酸素低酸素 

 

358,000 円円円円    

 

(新千歳・成田・ 

中部・関西 

発着同料金) 

ハワイ島最高峰マウナケア山 

の軽登山で足慣らし後、第２ 

峰マウナロア山の本格的登山 

へ。海辺のホテルから 4,000 

m 超えの頂へ登り、常夏の麓 

から降雪のある山頂まで一日 

で四季を体感します。キラウ 

エア火山や名瀑アカカの滝な 

ど、ハワイ島をほぼ一周し、 

雄大な名所もめぐります。       

 

 

催行決定・催行間近ツアーのご案内  2014 年年年年 3 月月月月～～～～5 月月月月 

世界の山と秘境の旅 大自然満喫の厳選ツアー 

〈〈〈〈レベルについて〉〉〉〉    ◆ 観光、秘境探訪が中心のツアー   ★ 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 最少催行人数   食 ツアー料金に含まれる食事の回数  低酸素低酸素低酸素低酸素 弊社の低酸素ルーム利用の初回無料サービス付

き 

このツアーが 

いち押し！    

世界４大宗教共有の聖域“アダムス

ピーク”に登り、今、注目が高まって

いる巨岩の宮殿遺跡“シギリア・ロッ

ク”など、７つの世界遺産を周遊！ 

▲▲▲▲山頂稜線部には花崗岩の大ス

ラブ帯が広がります 

▲マウナケア山を眺めながらのマウ

ナロア登山。片道約 10km の行程 

新年明新年明新年明新年明けましておめでとうけましておめでとうけましておめでとうけましておめでとうございますございますございますございます。。。。いつもいつもいつもいつもノマドツアーノマドツアーノマドツアーノマドツアーをごをごをごをご利用頂利用頂利用頂利用頂きききき誠誠誠誠にににに有難有難有難有難うございますうございますうございますうございます。。。。新新新新しいしいしいしいツアツアツアツア

ーカタログーカタログーカタログーカタログ（（（（2014201420142014 年年年年 5555 月月月月～～～～12121212 月月月月ののののノマドツアーノマドツアーノマドツアーノマドツアーをををを掲載掲載掲載掲載））））はははは 3333 月上旬発刊予定月上旬発刊予定月上旬発刊予定月上旬発刊予定ですですですです。。。。今今今今しばらくおしばらくおしばらくおしばらくお待待待待ちちちち願願願願いいいい

ますますますます。。。。そのそのそのその前前前前にににに、、、、３３３３～～～～５５５５月出発月出発月出発月出発ののののツアーツアーツアーツアーについてについてについてについて催行状況催行状況催行状況催行状況とととと詳細詳細詳細詳細をごをごをごをご案内申案内申案内申案内申しししし上上上上げますげますげますげます。。。。すでにすでにすでにすでに催行決定催行決定催行決定催行決定、、、、或或或或

いはもういはもういはもういはもう少少少少しでしでしでしで催行決定催行決定催行決定催行決定！！！！というというというというツアーツアーツアーツアーもありますのでもありますのでもありますのでもありますので、、、、ぜひぜひぜひぜひごごごご参加参加参加参加をごをごをごをご検討下検討下検討下検討下さればさればさればされば幸幸幸幸いですいですいですいです。。。。    

2014201420142014 年年年年ももももノマドツアーノマドツアーノマドツアーノマドツアーをををを何卒宜何卒宜何卒宜何卒宜しくおしくおしくおしくお願願願願いいたしますいいたしますいいたしますいいたします。。。。                        株式会社株式会社株式会社株式会社ノマドノマドノマドノマド    代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役    田中譲田中譲田中譲田中譲    



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    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    

GWGWGWGW 企画企画企画企画    

    

催行間近催行間近催行間近催行間近    

    

5 月月月月 2 日日日日(金金金金) 

～～～～7 日日日日(水水水水) 

 

 

台 湾 

玉山(3,952m)登頂と 

北台湾６日間 

 

催 ６名 食 朝５・昼４・夕４  

レベル★★★  低酸素低酸素低酸素低酸素 

※6～９名の場合は現地係員がお世話

します。10 名以上は新千歳から全行

程添乗員が同行します  

208,000 円円円円 
    

(新千歳・東京・

関西発着 

同料金)  

リニュアル再開となった排雲山荘に１泊して台湾最高峰へ。シ

ャクナゲなど春の花咲く美しいシーズンです。現地登山ガイド

とポーター同行で軽量化して登り、ご来光を拝みます。下山後

は台湾新幹線でスピーディに台北へ戻ります。台北市内、趣き

ある商町・九份、奇岩が林立する野柳も観光。 

山小屋は完全予約制のため、 

お申し込み随時の予約入れと 

なります。なるべくお早めに、 

できるだけ出発 1 ヶ月前まで 

にお申し込み下さい(下記の 

ダブル登頂ツアーも同様)。    

催行間近催行間近催行間近催行間近    

    

5 月月月月10日日日日(土土土土) 

～～～～17 日日日日(土土土土) 

 

台 湾 

玉山(3,952m)・ 

雪山(3,886m) 

ダブル登頂８日間 

 

催 ５名 食 朝７・昼６・夕６  

レベル★★★★  低酸素低酸素低酸素低酸素 

※5～７名の場合は現地係員がお世話

します。８名以上は新千歳から全行程

添乗員が同行します  

248,000 円円円円 
    

(新千歳・東京・

関西発着 

同料金) 

台湾最高峰・玉山と併せて第 

２位の雪山にも登頂します。 

雪山は玉のように白く輝く美 

しい雪景色が名の由来で、山 

中の山小屋に２泊して登る遥 

かな頂です。この時期は山頂 

直下の雄大なカールが春の花 

々で彩られます。現地登山ガ 

イドとポーターが同行し、山 

小屋の自炊食も全てスタッフ 

が作ります。 

              ▲シャクナゲが咲き誇る春の雪山 

催行間近催行間近催行間近催行間近    

    

5 月月月月11日日日日(日日日日) 

～～～～28 日日日日(水水水水) 

    

中国・チベット  

 

チベット横断と 

新蔵公路走破１８日間 

 

催 ９名 食 朝１６・昼１６・夕１６  

レベル◆＋★ 低酸素低酸素低酸素低酸素    ３回無料 

728,000 円円円円    

 

(新千歳・ 

成田発着 

同料金) 

“新蔵公路”は、東チベットからラサを経てチベット自治区と

新疆ウイグル自治区を結ぶ全長 2,342km の世界一標高の高

い国道。道は世界の屋根ヒマラヤに沿うように延び、世界最高

峰チョモランマ(エベレスト)を始め、数多くの名峰・雄峰の展

望賀広がります。また、この旅で 

は仏教・ヒンドゥー教の聖域とさ 

れるカイラス山の裾野トレッキン 

グや聖湖も訪れます。まさにこれ 

ぞ究極の秘境探訪。なかなか足を 

踏み入れる機会の無い、神秘の絶 

景が広がる道を走破してみませんか。▲シシャパンマ峰 

催行決定催行決定催行決定催行決定    

 

5 月月月月 23 日日日日(金金金金) 

～～～～26 日日日日(月月月月) 

韓 国 

 

登山コースと散策から選べる 

雪岳山(ソラクサン)登頂と 

五台山４日間 

 

催 ４名 食 朝３・昼３・夕３  

レベル★★★  

128,000 円円円円 

 

(新千歳・成田・ 

中部・関西 

発着同料金)  

世界的に貴重な自然生態系と絶 

景の山岳景観で知られ、韓国で 

最も人気のある名峰・雪岳山。 

縦走登山コースか千仏洞渓谷の 

山麓散策か、レベルや好みに合 

わせて行程が選べます。下山後 

は五台山国立公園や世界遺産・ 

水原華城も観光。４日間の手軽な 

日程で海外登山を満喫しませんか。▲いくつもの岩峰が連なる雪岳山 

GWGWGWGW 企画企画企画企画    

    

募集中募集中募集中募集中    

 

4 月月月月 29 日日日日(火火火火) 

～～～～5 月月月月 2 日日日日(金金金金)    

佐 渡 (新潟県) 

早春の花々が咲き競う 

佐渡フラワーハイキングと 

角田山４日間 

催 ６名 食 朝３・昼０・夕３  

レベル★★    

138,000 円円円円

(新千歳発着) 

 

※新潟集合･解

散も可能 

 

早春の花々が一斉に花開き、大群 

落が見られる“花の島”佐渡。大 

佐渡山脈山懐のトレイルを歩き、 

オオミスミソウやカタクリなど、 

花々の共演を楽しみます。越後の 

霊峰･弥彦山の参拝登山と花の名 

山・角田山もハイキング。宿泊は 

全て温泉なので疲れも癒されます。▲越後の名花オオミスミソウ 

●掲載ツアーの詳細については、2013 年10月５日発行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下さい  

●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) ●特に記載の無いツアーは、新千歳より全行程添乗員が同行します 

●最新の催行状況は弊社ホームページでもご確認いただけます    http://www.hokkaido-nomad.co.jp 

●電話／011011011011----261261261261----2039203920392039、ＦＡＸ／011011011011----261261261261----1998199819981998、Ｅメール／tour@hokkaido-nomad.co.jp などにて、お問い合わせ下さい 

 

 

 

 

  

 

▲玉山山頂にて 

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

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 2014 年初夏～冬設定のツアーカタログは 

３月上旬発刊予定です。もう暫くお待ち下さい！ 


