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年々早まる皆様の旅行計画にお応えして、2015年初夏～冬設定ツアーから抜粋してひと足早くご案内
します。一部ツアーの行程、旅行代金は暫定、予価になります。ツアー詳細につきましては、2015年３月
発行予定の次号ツアーカタログ、またはホームページにて決定次第、随時ご案内いたします。
※ツアーによっては新千歳以外の発着でもご参加可能です。代金・行程などはお問い合わせ下さい。

世界の山と秘境の旅 2015年6月〜12月設定

予  

告  

版

ツアー予告版ツアー予告版
46p〜47pに掲載の予告版ツアーの中
から、　　 の付いたツアーについて早期
申し込み割引をいたします。2015 年
３月末日までにお申し込みを頂いた方
は、なんと旅行代金 15,000 円引き !ぜ
ひ、お早めにお申し込み下さい！　
※旅行申込書の提出と申込金の支払い
を条件とし、各ツアー先着順、定員にな
り次第締め切りとさせていただきます。

付き！

花の楽園  南チロル
ドロミテ・ハイキング

マッターホルンだけがスイスじゃない！
もうひとつのスイスアルプスハイキング

6月30日（火）～7月10日（金）
新千歳発着 489,000円

7月2日（木）～7月12日（日）
新千歳発着 479,000円

❶新千歳または各地✈乗継都市  ❷✈インスブルックなど＝
ガルデナ谷  ❸パッソ・セラ・ハイキング  ❹サッソルンゴ・ハイキング  ❺セ
チェーダ・ハイキング…カナツェイ  ❻マルモラーダ展望ハイキング  ❼…コル
チナダンペッツォ  ❽トレチメドラバレド・ハイキング  ❾ファローリア・ハイキ
ング  ❿＝インスブルックなど✈  乗継都市  ⓬✈新千歳は各地

❶新千歳または各地 ✈ 乗継都市 ✈ チューリッヒ　❷❸❹ベ
ルニナ山群ハイキング（ポントレジーナ泊）　❺❻中央スイスハイキング（ル
ツェルン泊）　❼❽❾ミシャベル山群ハイキング（サースフェー泊）　❿チュー
リッヒ ✈　⓫乗継都市 ✈ 新千歳または各地

レベル  ★★

トレッキング初日はボンノム小屋へ
（ツール・デュ・モンブラン）

黄色いカタクリ・グレイシャーリリーの大群落
（カナディアンロッキー・ハイキング）

イタリア
11日間

スイス
11日間

ヨーロッパアルプス最高峰
モンブラン（4,810m）登頂

7月31日（金）～8月8日（土）
新千歳発着 658,000円（予価）
❶新千歳または各地✈ジュネーブ＝シャモニ  ❷足慣らしのハイ

キング ❸高所順応トレーニング  ❹登山 1日目～グーテ小屋  ❺登山２日目･･･ モ
ンブラン（4810m）登頂･･･テートルース小屋  ❻登山３日目･･･ニ・テーグル＝シャ
モニ  ❼終日フリータイム ❽＝ジュネーブ✈  乗継都市✈  ❾新千歳または各地

ヨーロッパ・アルプスの山懐を歩く
オートルート・ハイキング

7月27日（月）～8月7日（金）
新千歳発着 498,000円（予価）
❶新千歳または各地✈　❷✈ジュネーブ　❸…モン・フォー山…モ

ン・フォー小屋　❹…プラフルーリ小屋　❺…ディス小屋　❻…アローラ　❼…モワ
リー湖…ツィナール　❽…グリューベン　❾…セント・ニコラウス　❿…ツェルマッ
ト　⓫＝チューリッヒ✈　⓬✈新千歳または各地

スイス
12日間

憧れのトレイルから米国本土最高峰へ
ジョン・ミューアトレイルとホイットニー山

9月5日（土）～9月15日（火）
新千歳発着 498,000円（予価）
❶新千歳または各地✈ロスアンゼルス　❷登山口…チキンス

プリングスクリーク　❸…ロッククリーク　❹…ギターレイク　❺…ホイット
ニー山（4418m）登頂 ･･･ ギターレイク　❻…ティンドールクリーク　❼…シム
ズクリーク登山口＝ビショップ　❽ヨセミテ峡谷の観光　❾＝サンフランシス
コ観光　❿サンフランシスコ✈　⓫新千歳または各地

アメリカ
11日間

ワイルドな大自然を歩こう！
カナディアンロッキー・ハイキング

7月1日（水）～7月9日（木）
新千歳発着 479,000円
❶新千歳または各地✈エドモントン＝ジャスパー　❷キャベルメド

ウ・ハイキング　❸ Mt. ロブソン・ハイキング　❹アイスフィールドパークウェイ＝レ
イクルイーズ　❺レイクアグネス・ハイキング＝バンフ　❻ヒーリーメドウ・ハイキン
グ　❼ラーチヴァレー・ハイキング　❽＝カルガリー✈　❾✈新千歳または各地

レベル  ★★

カナダ
９日間

アイガー・マッターホルン・モンブラン
アルプス三大名峰ハイキング

7月23日（木）～8月2日（日）
新千歳発着 489,000円
❶新千歳または各地✈乗継都市✈チューリッヒ　❷❸❹ベル

ナーオーバーラント・ハイキング（グリンデルワルト泊） ❺❻❼ヴァリスアルプ
ス・ハイキング（ツェルマット泊）　❽❾モンブラン山群ハイキング（シャモニ泊）
　❿チューリッヒ✈ ⓫乗継都市✈新千歳または各地

スイス・フランス
11日間

レベル  ★★

スイス・フランス
９日間

レベル 
★★★★★

北欧の氷河地形を歩く！
ヨートゥンハイメン山小屋トレッキング

8月17日（月）～8月29日（土）
新千歳発着 599,000円
❶新千歳または各地✈乗継都市  ❷✈オスロ  ❸＝イェンデス

ハイム  ❹メムルブー  ❺イェンデブー  ❻ライルヴァスブー  ❼❽スピタース
トゥーレン  ❾グリッターハイム ❿イェンデスハイム  ⓫＝オスロ  ⓬✈乗継都
市  ⓭✈新千歳または各地

レベル  ★★★

ノルウェー
13日間

アルプス最高峰をぐるり一周
ツール・デュ・モンブラン〈T.M.B〉

8月24日（月）～9月4日（金）
新千歳発着 489,000円
❶新千歳または各地  ❷✈乗継都市✈ジュネーブ＝シャモニ  ❸

シャモニ（足慣らしのハイキング）  ❹ ･･･ ボンノム小屋　❺ ･･･ エリザベッタ小屋  
❻ ･･･ クールマイユール  ❼クールマイユール（休養日）  ❽ ･･･ ラ・フーリ  ❾ ･･･
フォルクラ峠 ❿シャモニ  ⓫＝ジュネーブ✈  ⓬乗継都市✈新千歳または各地

レベル  ★★★

フランス
イタリア・スイス
12日間

レベル  ★★

レベル 
★★★

レベル 
★★★★

アイルランド最古のトレイル（97km）
ザ・ウィックロウ・ウェイを歩く！

9月8日（火）～9月17日（木）
新千歳発着 350,000円

❶新千歳または各地✈  ❷乗継都市✈ダブリン  ❸＝マーレ
イパーク…エニスケリー /20km  ❹グレンダロウ /26km ❺グレンマルア
/13km  ❻アイアンブリッジ /12km  ❼ティナヘリー /21km ❽＝ダブリン  
❾✈乗継都市  ❿✈新千歳または各地　※最大６名様限定

アイルランド
10日間

モニター特別価格

ネス湖を望むロングトレイル(127km)
グレート・グレン・ウェイ（GGW）を歩く！

9月25日（金）～10月7日（水）
新千歳発着 370,000円
❶新千歳または各地✈  ❷乗継都市✈エジンバラまたはグラスゴー  

❸＝フォートウイリアム  ❹ガイローキー /19km  ❺ラッガン /24km  ❻フォートオー
ガスタス /16km  ❼インヴァーモリストン /13km  ❽ドラムナートロケット /22km  
❾ロークライド /15km ❿インヴァネス /18km  ⓫＝エジンバラまたはグラスゴー✈  
⓬乗継都市  ⓭✈新千歳または各地  ※最大６名様限定

スコットランド
13日間

モニター特別価格

モニター
ツアー
モニター
ツアー

モニター
ツアー
モニター
ツアー

レベル 
★★★

レベル 
★★★
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ヒマラヤの聖域、車道が伸びて日程短縮！
アンナプルナ内院トレッキング

10月24日（土）～10月31日（土）
新千歳発着 268,000円

11月1日（日）～11月14日（土）
新千歳発着 458,000円

❶新千歳または各地✈台北  ❷＝武陵（武陵桃山滝ハイキング）  
❸登山 1日目＝思源亜口…雲稜山荘  ❹登山２日目 ･･･ 審馬陣山…南湖北山…
南湖山荘  ❺登山３日目…南湖大山（3742m）登頂…雲稜山荘  ❻…思源亜口＝
花蓮  ❼＝太魯閣峡谷（探勝路散策）＝九份＝台北  ❽台北✈新千歳または各地

❶新千歳または各地✈乗継都市  ❷✈カトマンズ✈ポカラ ❸＝
ナヤプル…キュミ ❹…チョムロン ❺…ドバン ❻…マチャプチャレＢＣ（MBC） 
❼…アンナプルナＢＣ（ABC） ❽…デウラリ ❾…シヌワ ❿…ジヌー ⓫…シャ
ウレバザール＝ポカラ ⓬✈カトマンズ ⓭✈乗継都市 ⓮✈新千歳または各地

プーリア州・カンパーニャ州・シチリア州
南イタリア・ハイキング

10月20日（火）～10月29日（木）
新千歳発着 488,000円

❶新千歳または各地✈乗継都市✈ローマ  ❷✈バーリ＝アルベ
ロベッロ  ❸イトリア谷ハイキング  ❹＝ナポリ～～カプリ島  ❺カプリ島ハイ
キング  ❻～～ナポリ～～  ❼カターニャ＝タオルミーナ  ❽エトナ山ハイキン
グ  ❾ナポリ✈乗継都市  ❿✈新千歳または各地

レベル  ★

紺碧のティレニア海を眺めながらの軽ハ
イク（南イタリア・ハイキング）

壮大なカールを抱く重厚な山容の南湖大山
（南湖大山登頂と太魯閣峡谷）

台　湾
８日間

ネパール
14日間

収穫の秋に湖畔と山と海を歩く
北イタリア湖水山岳地方とチンクエテッレ

9月29日（火）～10月9日（金）
新千歳発着 568,000円
❶新千歳または各地✈乗継都市　❷✈ミラノ　❷❸コモ湖畔ハ

イキング（コモ泊）　❹❺アオスタ、チェルビニア・ハイキング（チェルビニア泊）　
❻❼バローロ、パルマ、チンクエテッレ（モンテロッソ・アルマーレ泊）　❽ピサ＝ア
レッツォ　❾＝ミラノ　❿ミラノ✈　乗継都市✈　⓫新千歳または各地

レベル  ★

イタリア
11日間

台湾第４位の高峰・帝王の山へ!
南湖大山登頂と太魯閣峡谷探勝

行程は p.24 参照

イタリア
10日間

山岳絶景トレイルと氷河展望ハイキング
ルートバーントラックとウエストランド国立公園

12月7日（月）～12月16日（水）
新千歳発着 610,000円

❶新千歳✈成田✈ ❷オークランド✈クイーンズタウン ❸ルートバーン 1
　　　　　　　  日目…マッケンジーロッジ ❹ルートバーン 2 日目…ルートバーン・フォー
ルズロッジ ❺ルートバーン 3 日目…ロードエンド＝クイーンズタウン ❻クイーンズタウン
終日フリータイム ❼＝マセソン湖＝フランツ・ジョセフ ❽フランツ・ジョセフ氷河展望ハイキ
ング ❾＝ホキティカ✈クライストチャーチ✈オークランド ❿オークランド✈成田✈新千歳

レベル  ★★

ニュージーランド
10日間

行程は p.30 参照

レベル 
★★★

レベル 
★★★★期 　間
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期 　間
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期 　間
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期 　間
旅行代金
行 　程

日本の山旅 歩き旅
初夏の花が咲き誇るみちのくの名山2座
鳥海山・森吉山フラワー登山
　7月中旬～下旬予定　148,000円（予価）

立山連峰から大日岳を歩く
立山連峰～大日三山縦走
　9月下旬予定　178,000円（予価）

高山植物の楽園・北アルプスの最深部へ
雲の平周遊と高天原温泉
　7月下旬～8月上旬予定　178,000円（予価）

北岳固有種キタダケソウの咲く季節に
甲斐駒ヶ岳・仙丈ヶ岳・北岳登頂
　６月下旬～７月上旬予定　168,000円（予価）

レベル ★★

レベル ★★

５日間

５日間

レベル ★★★

レベル ★★★

５日間

５日間

九州最後の秘境・山岳仏教「六郷満山」の地を歩く

国
く に

東
さ き

半島ハイキング
　9月下旬～10月上旬予定　188,000円（予価）

レベル ★

５日間


