
 

   

    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

10 月 25 ⽇発⾏ 

総合総合総合総合ツアーツアーツアーツアー

カタログカタログカタログカタログ    

無料進呈無料進呈無料進呈無料進呈中中中中    

コココンンンパパパクククトトトななな日日日程程程ででで世世世界界界遺遺遺産産産ののの遺遺遺跡跡跡群群群をををじじじっっっくくくりりりめめめぐぐぐるるる   

アンコール遺跡群ウォーキング ５５５５日日日日間 

2015年 １月１６日１月１６日１月１６日１月１６日（金）～１月２０日１月２０日１月２０日１月２０日（火）   旅行代金 １１１１９０９０９０９０,,,,００００００００００００円  新千歳発着  

カンボジア 

レベルレベルレベルレベル◆◆◆◆++++★★★★    ((((観光観光観光観光++++ウォーキングウォーキングウォーキングウォーキング))))    

催⾏決定 
残席わずか 

行行行行    程程程程 ①①①①新千歳✈✈✈✈ソウル✈✈✈✈シェムリアップシェムリアップシェムリアップシェムリアップ【シェムリアップ泊】 

②②②②クバールスピアンクバールスピアンクバールスピアンクバールスピアンのハイキング(約２時間)。バンテアイ・スレイバンテアイ・スレイバンテアイ・スレイバンテアイ・スレイ

見学。午後、バンテアイ・クディバンテアイ・クディバンテアイ・クディバンテアイ・クディとタ・プロームタ・プロームタ・プロームタ・プローム見学。夕食はアブアブアブアブ

サラダンスサラダンスサラダンスサラダンスのディナーショー【連泊】 ③③③③コーケーコーケーコーケーコーケーとベンメリアベンメリアベンメリアベンメリア観光

【連泊】 ④④④④希望者は早朝、アンコールワットアンコールワットアンコールワットアンコールワット日日日日のののの出観賞出観賞出観賞出観賞へご案

内。朝食後、アンコールワットアンコールワットアンコールワットアンコールワット観光。午後、日本の遺跡修復スタ

ッフ同行でバイヨンバイヨンバイヨンバイヨン寺院寺院寺院寺院、王宮遺跡(象象象象のテラスのテラスのテラスのテラス、ライライライライ王王王王のテラスのテラスのテラスのテラス

など)見学。夕食後、ナイトマーケットナイトマーケットナイトマーケットナイトマーケットを散策して空港へ。(深夜)

シェムリアップ✈【機中泊】 ⑤⑤⑤⑤(早朝)ソウル✈新千歳 

<最少催行人数> ５名５名５名５名 
<食 事>    朝３・昼３・夕３ 
<１人部屋追加料金>１８,０００円 
<添乗員>新千歳から全行程同行 
<燃油・空港諸税>別途申し受け

ます(目安：３２,０００円) 
<査 証> 必要必要必要必要  
(取得手数料：６,０００円別途) 

←←←←四面仏塔で有名なアンコール
遺跡群を代表するバイヨン寺院 

 

 

 

 

光光光輝輝輝くくく島島島ののの聖聖聖山山山登登登頂頂頂ととと 777 つつつののの世世世界界界遺遺遺産産産めめめぐぐぐりりり   

アダムスピーク登頂とスリランカ周遊    １０１０１０１０日日日日間 

2015年 １月２６日１月２６日１月２６日１月２６日（月）～２月４日２月４日２月４日２月４日（水）   旅行代金 ２５８２５８２５８２５８,,,,００００００００００００円  新千歳発着  

まもなく 

催⾏決定 

スリランカ レベルレベルレベルレベル    
◆◆◆◆++++★★★★★★★★    

((((観光観光観光観光++++登山登山登山登山))))    

行行行行    程程程程    ①①①①新千歳✈✈✈✈ソウル✈✈✈✈【機中泊】 ②②②②✈✈✈✈コロンボコロンボコロンボコロンボ観光【コロ

ンボ泊】 ③③③③世界遺産ダンブッラダンブッラダンブッラダンブッラ石窟寺院石窟寺院石窟寺院石窟寺院、世界遺産ポロンナルポロンナルポロンナルポロンナル

ワワワワ遺跡遺跡遺跡遺跡見学【シギリア泊】 ④④④④世界遺産シギリアロックシギリアロックシギリアロックシギリアロック観光後、ミミミミ

ヒンタレーヒンタレーヒンタレーヒンタレーへ。世界遺産アヌラーダプラアヌラーダプラアヌラーダプラアヌラーダプラ観光【シギリア泊】 ⑤⑤⑤⑤世

界遺産キャンディキャンディキャンディキャンディ観光【キャンディ泊】 ⑥⑥⑥⑥セイロン茶の産地ヌワヌワヌワヌワ

ラエリヤラエリヤラエリヤラエリヤへ【ヌワラエリヤ泊】 ⑦⑦⑦⑦世界遺産ホートンプレインズホートンプレインズホートンプレインズホートンプレインズ国立国立国立国立

公園公園公園公園ハイキング(約４時間)【ナラタニヤ泊】 ⑧⑧⑧⑧早朝発で世界遺

産アダムスピークアダムスピークアダムスピークアダムスピーク(2243m)登頂(往復６～７時間)。下山後、ゴーゴーゴーゴー

ルルルルへ【ゴール泊】 ⑨⑨⑨⑨世界遺産ゴールゴールゴールゴール旧市街旧市街旧市街旧市街観光後、空港へ。

コロンボ✈✈✈✈【機中泊】 ⑩⑩⑩⑩ソウル✈新千歳 
↑↑↑↑世界４大宗教共通の聖地アダムスピーク。
多くの巡礼者・登山者が山頂を目指します 

<最少催行人数> ７名 

<食 事>    朝８・昼８・夕７ 

<１人部屋追加料金> 

４３,０００円 

<添乗員> 新千歳から全行程

同行します 

<燃油・空港諸税> 別途申し受

けます(目安：３５,０００円) 

<査 証> 必要必要必要必要  

(取得手数料：６,０００円別途) 

 

株式会社ノマド 

 

 

 

 

世世世界界界遺遺遺産産産「「「石石石林林林」」」「「「ハハハニニニ棚棚棚田田田」」」「「「ハハハロロロンンン湾湾湾」」」盛盛盛りりりだだだくくくさささんんんののの旅旅旅   

雲南省からベトナム国境越え    ９日９日９日９日間 

2015年 ２２２２月月月月４４４４日日日日（水）～２月２月２月２月１２１２１２１２日日日日（木）   旅行代金 ２２２２６６６６８８８８,,,,００００００００００００円  新千歳発着  

募集中 
レベルレベルレベルレベル◆◆◆◆    ((((観光観光観光観光))))    

中国・ベトナム 

行行行行    程程程程    ①①①①新千歳✈✈✈✈ソウル✈✈✈✈昆明昆明昆明昆明【昆明泊】 ②②②②世界遺産石林石林石林石林

観光後、ハニ族の里、元陽元陽元陽元陽へ【元陽泊】 ③③③③世界遺産多依樹多依樹多依樹多依樹

のののの棚田棚田棚田棚田、世界遺産老虎嘴嘴老虎嘴嘴老虎嘴嘴老虎嘴嘴のののの棚田棚田棚田棚田見学【元陽泊】 ④④④④国境の

街河口河口河口河口へ。国境を越えてベトナムベトナムベトナムベトナムに入国。バックハーバックハーバックハーバックハーへ【バック

ハー泊】 ⑤⑤⑤⑤バックハーバックハーバックハーバックハー日曜市日曜市日曜市日曜市見学後、少数民族が住む山峡

の街サパサパサパサパへ【サパ泊】 ⑥⑥⑥⑥サパサパサパサパ観光。夜、寝台列車寝台列車寝台列車寝台列車にてハノイへ

【車中泊】 ⑦⑦⑦⑦ハノイ着後、ハロン湾へ。世界遺産ハロンハロンハロンハロン湾湾湾湾クルクルクルクル

ーズーズーズーズ【ハロン湾泊】 ⑧⑧⑧⑧ハノイハノイハノイハノイ観光(ホーチミンホーチミンホーチミンホーチミン廟廟廟廟、一柱寺一柱寺一柱寺一柱寺など)。

夕食後、空港へ。(深夜)ハノイ✈【機中泊】    ⑨⑨⑨⑨ソウル✈新千歳 

<最少催行人数> ４名４名４名４名 
<食 事>    朝７・昼７・夕７ 
<１人部屋追加料金>３８,０００円 
<添乗員> ４～６名の場合は現地

係員がお世話します。７名以上
の場合、新千歳から全行程同行
します 

<燃油・空港諸税> 別途申し受け
ます(目安：２０,０００円) 

<査 証> 不要 

 
↑↑↑↑ハニ棚田のひとつ、元陽の多依樹棚田 

2015 年新年〜初夏にかけてのおすすめツアーをご案内します。世界各国の自然

や文化をじっくり自分の足と目で体感するこだわりの内容です。催⾏決定、催⾏

間近のツアーも多数!! 新しい年に新しい発⾒の旅へ、ぜひお出かけ下さい。 

只今、2015 年初夏までのツアーカタログを無料進呈中。各ツアーの詳細もご⽤

意しています。お気軽にお電話、ホームページなどより資料をご請求下さい。 

℡℡℡℡.011-261-2039  ノマドツアーノマドツアーノマドツアーノマドツアー    検索検索検索検索    

世界各国の文化・歴史・自然を訪ねる旅へー 

自然漫遊の旅、秘境探訪の旅に出かけませんか。 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

山山山岳岳岳展展展望望望トトトラララッッックククととと氷氷氷河河河展展展望望望ハハハイイイキキキンンングググ   

ルートバーン・トラックとウエストランド国立公園 １０１０１０１０日間 

2015年 ２２２２月月月月９９９９日日日日（月）～２２２２月月月月１８１８１８１８日日日日（水）   旅行代金 ６１６１６１６１００００,,,,００００００００００００円  新千歳発着  

催⾏決定 

残席わずか 

ニュージーランド 

レベル★★レベル★★レベル★★レベル★★    

((((トレッキングトレッキングトレッキングトレッキング))))    

行行行行    程程程程 ①①①①新千歳✈✈✈✈成田✈✈✈✈【機中泊】 ②②②②オークランド✈✈✈✈クイーンズクイーンズクイーンズクイーンズ

タウンタウンタウンタウン【クイーンズタウン泊】 ③③③③ルートバーンルートバーンルートバーンルートバーン・・・・トラックトラックトラックトラック１１１１日目日目日目日目（ディバ
イド峠････････････マッケンジーロッジ泊） ④④④④ルートバーンルートバーンルートバーンルートバーン・・・・トラックトラックトラックトラック２２２２日目日目日目日目(････････････

ハリス峠････････････ルートバーン・フォールズロッジ泊) ⑤⑤⑤⑤ルートバーンルートバーンルートバーンルートバーン・・・・トラトラトラトラ

ックックックック３３３３日目日目日目日目(･･･ロードエンド)。下山後クイーンズタウンへ。ディナーで
完歩証完歩証完歩証完歩証のののの授与授与授与授与【クイーンズタウン泊】 ⑥⑥⑥⑥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にてフリーフリーフリーフリー

タイムタイムタイムタイム【クイーンズタウン泊】 ⑦⑦⑦⑦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。マセソンマセソンマセソンマセソン

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)【フランツ・ジョセフ氷河VL泊】 ⑧⑧⑧⑧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渓谷氷河渓谷氷河渓谷氷河渓谷ハイキングハイキングハイキングハイキング(約３時間)【連泊】 ⑨⑨⑨⑨アーサーズパスアーサーズパスアーサーズパスアーサーズパス

国立公園国立公園国立公園国立公園をドライブしながらクライストチャーチクライストチャーチクライストチャーチクライストチャーチへ。クライストチャーチ
✈✈✈✈オークランド【オークランド泊】 ⑩⑩⑩⑩オークランド✈✈✈✈成田✈新千歳 

往復ニュージーランド航空利⽤ 

←←←←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 

<最少催行人数> ６６６６名名名名 
<食 事>    朝７・昼５・夕７ 
<１人部屋追加料金> 

７０,０００円 
<添乗員> 現地日本語ドライバ

ー兼ガイドがご案内します 
<燃油・空港諸税> 別途申し受

けます(目安：６０,０００円) 
<査 証> 不要 

 

 

 

 

奇奇奇景景景のののセセセブブブ島島島最最最高高高峰峰峰登登登山山山とととボボボホホホーーールルル島島島ののの自自自然然然探探探訪訪訪   

オスメニア山とチョコレートヒル・ハイキング ５５５５日間 

2015年 ３３３３月月月月３３３３日日日日（火）～３３３３月月月月７７７７日日日日（土）   旅行代金 １７８１７８１７８１７８,,,,００００００００００００円  新千歳発着  

募集中 
フィリピン 

レベル★レベル★レベル★レベル★    ((((ハイキングハイキングハイキングハイキング))))    

行行行行    程程程程 ①①①①新千歳✈✈✈✈ソウル✈✈✈✈セブセブセブセブ【セブ泊】 ②②②②セブセブセブセブ市内市内市内市内

観光観光観光観光(マゼランクロス、サントニーニョ教会、サンペドロ要

塞、マゼラン上陸記念碑など)。マクマクマクマクタンタンタンタン島島島島のギター工場

見学。ランチは高級高級高級高級ビーチリゾートホテルビーチリゾートホテルビーチリゾートホテルビーチリゾートホテルにて【連泊】 ③③③③

高速船でボホールボホールボホールボホール島島島島へ。着後、チョコレートヒル・ハイキンチョコレートヒル・ハイキンチョコレートヒル・ハイキンチョコレートヒル・ハイキン

ググググ(約 30 分)。世界最小のメガネ猿ターシャターシャターシャターシャを見学し、ロロロロ

ボクボクボクボク川川川川ジャングルクルーズジャングルクルーズジャングルクルーズジャングルクルーズへ。夕刻、セブ島へ帰港【連

泊】 ④④④④セブ島最高峰オスメニアオスメニアオスメニアオスメニア山山山山(1042m)のハイキン

グ(約１時間半)。ホテルにて入浴・休憩。夕食後、空港

へ。(深夜)セブ✈【機中泊】 ⑤⑤⑤⑤ソウル✈新千歳 

<最少催行人数> ４４４４名名名名 

<食 事>    朝３・昼３・夕３ 

<１人部屋追加料金>１８,０００円 
<添乗員> ４～７名の場合は現地

係員がお世話します。８名以上
の場合、新千歳から全行程同
行します 

<燃油・空港諸税> 別途申し受け

ます(目安：２１,０００円) 

<査 証> 不要 

 

↑↑↑↑亜熱帯の山なのにピークに全く樹木が生えてい
ない摩訶不思議な景観のオスメニア山 

 

 

 

 

ゆゆゆっっったたたりりりととと穏穏穏やややかかかににに時時時ががが流流流れれれるるる癒癒癒しししととと信信信仰仰仰ののの国国国へへへ   

ミャンマーハイライト    ７７７７日間 

2015年 ３３３３月月月月１８１８１８１８日日日日（水）～３３３３月月月月２４２４２４２４日日日日（火）   旅行代金 ２４８２４８２４８２４８,,,,００００００００００００円  新千歳発着  

募集中 
レベルレベルレベルレベル◆◆◆◆    ((((観光観光観光観光))))    

ミャンマー 

行行行行    程程程程 ①①①①新千歳✈✈✈✈バンコク✈✈✈✈ヤンゴンヤンゴンヤンゴンヤンゴン【ヤンゴン泊】 ②②②②ヤン
ゴン✈✈✈✈バガンバガンバガンバガン 朝食後、「ナッ信仰」の聖地、ポッパポッパポッパポッパ山山山山の散策
へ【バガン泊】 ③③③③バガンバガンバガンバガン遺跡群観光遺跡群観光遺跡群観光遺跡群観光(シュエジーゴンパゴダ、
アーナンダ寺院、マヌーハ寺院など)。夕食は人形劇人形劇人形劇人形劇ショーショーショーショーを
見ながら【連泊】 ④④④④バガン✈✈✈✈マンダレーマンダレーマンダレーマンダレー    着後、観光(ウーベウーベウーベウーベ
インインインイン木橋木橋木橋木橋、マハガンダヨン僧院、マハムニパゴダ、クトドパゴダ
など)【マンダレー泊】 ⑤⑤⑤⑤船にてミングンミングンミングンミングンへ。着後、観光(パドドパドドパドドパドド
ージパゴダージパゴダージパゴダージパゴダ、シンピュメパゴダなど)。船にてマンダレーへ戻りま
す。マンダレー✈✈✈✈ヤンゴン【ヤンゴン泊】 ⑥⑥⑥⑥ヤンゴンヤンゴンヤンゴンヤンゴン観光観光観光観光(シュシュシュシュ
エダゴンパゴダエダゴンパゴダエダゴンパゴダエダゴンパゴダ、チャウタッジーパゴダなど)。夕刻、空港へ。
ヤンゴン✈バンコク✈【機中泊】 ⑦⑦⑦⑦✈新千歳 

<最少催行人数> １０名 

<食 事>    朝５・昼５・夕４ 

<１人部屋追加料金> 

２５,０００円 

<添乗員> 新千歳から全行程

同行します 

<燃油・空港諸税> 別途申し

受けます(目安：３２,０００円) 

<査 証> 必要必要必要必要  

(取得手数料：１０,０００円別途) 

 

↑↑↑↑幾つもの時代のパゴダ(仏塔)が重なるように
林立するバガンの遺跡群 

 

 

 

 

トトトレレレッッッキキキンンングググをををしししななないいいでででももも山山山岳岳岳絶絶絶景景景ととと世世世界界界遺遺遺産産産ををを満満満喫喫喫!!!   

ネパール観光周遊ハイライト １０１０１０１０日間 

2015年 ２２２２月月月月２５２５２５２５日日日日（水）～３３３３月月月月６６６６日日日日（金）   旅行代金 ２９８２９８２９８２９８,,,,００００００００００００円  新千歳発着  

募集中 
レベルレベルレベルレベル◆◆◆◆    ((((観光観光観光観光))))    

ネパール 

行行行行    程程程程 ①①①①新千歳✈✈✈✈バンコク【バンコク泊】 ②②②②バンコク✈✈✈✈カトマンズカトマンズカトマンズカトマンズ    世界

遺産カトマンズカトマンズカトマンズカトマンズ観光観光観光観光(スワヤンブナート寺院など)【カトマンズ泊】 ③③③③カトマンカトマンカトマンカトマン

ズズズズ観光観光観光観光(旧王宮、ボダナート寺院、パシュパティナート寺院など)。午後、世

界遺産バクタプルバクタプルバクタプルバクタプルを観光し、ナガルコットナガルコットナガルコットナガルコットへ【ナガルコット泊】 ④④④④カトマンズ

✈バイラハワバイラハワバイラハワバイラハワ 着後、世界遺産ルンビニルンビニルンビニルンビニ観光【ルンビニ泊】 ⑤⑤⑤⑤世界遺産チチチチ

トワントワントワントワン国立公園国立公園国立公園国立公園へ。着後、ジャングルサファリツアージャングルサファリツアージャングルサファリツアージャングルサファリツアーなどを楽しみます【チト

ワン泊】 ⑥⑥⑥⑥早朝、バードウォッチングバードウォッチングバードウォッチングバードウォッチング、ジャングルウォーキングジャングルウォーキングジャングルウォーキングジャングルウォーキングなど。朝食

後ポカラポカラポカラポカラへ【ポカラ泊】 ⑦⑦⑦⑦ポカラポカラポカラポカラ市内市内市内市内＆＆＆＆郊外観光郊外観光郊外観光郊外観光【ポカラ泊】 ⑧⑧⑧⑧サランコサランコサランコサランコ

ットのットのットのットの丘丘丘丘でででで日日日日のののの出観賞出観賞出観賞出観賞後、空港へ。ポカラ✈✈✈✈カトマンズカトマンズカトマンズカトマンズ【カトマンズ泊】 ⑨⑨⑨⑨

出発までフリータイムフリータイムフリータイムフリータイム。(午後)カトマンズ✈✈✈✈バンコク【機中泊】 ⑩⑩⑩⑩✈✈✈✈新千歳    

↑↑↑↑サランコットの丘から望むマチャプ
チャレ(左)とアンナプルナ山群(右) 

<最少催行人数> １０名 

<食 事>    朝８・昼６・夕８ 

<１人部屋追加料金>３０,０００円 

<添乗員> 新千歳から全行程

同行します 

<燃油・空港諸税> 別途申し受

けます(目安：４０,０００円) 

<査 証> 必要必要必要必要  

(取得手数料：７,０００円別途) 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

古古古代代代遺遺遺跡跡跡ののの周周周りりりははは花花花盛盛盛りりり!!!欧欧欧州州州随随随一一一ののの山山山野野野草草草ののの楽楽楽園園園へへへ   

ギリシャ・フラワーハイキング １０１０１０１０日間 

2015年 ３３３３月月月月２３２３２３２３日日日日（月）～４４４４月月月月１１１１日日日日（水）   旅行代金 ４９８４９８４９８４９８,,,,００００００００００００円  新千歳発着  

ギリシャ 

レベル★レベル★レベル★レベル★    ((((ハイキングハイキングハイキングハイキング))))    

募集中 

行行行行    程程程程 ①①①①新千歳✈✈✈✈乗継都市✈✈✈✈アテネアテネアテネアテネ【アテネ泊】 ②②②②アテネアテネアテネアテネ観光観光観光観光(世界

遺産アクロポリスアクロポリスアクロポリスアクロポリスなど)。ナフプリオンナフプリオンナフプリオンナフプリオンへ【ナフプリオン泊】 ③③③③パラミディパラミディパラミディパラミディ城跡城跡城跡城跡

見学後、世界遺産エピダヴロスエピダヴロスエピダヴロスエピダヴロスへ。チューリップチューリップチューリップチューリップ、アイリスアイリスアイリスアイリスなど色鮮やかな

花々を観賞【スパルタ泊】 ④④④④ダイゲストスダイゲストスダイゲストスダイゲストス山山山山でシクラメンシクラメンシクラメンシクラメン、アネモネアネモネアネモネアネモネなど野

草観賞後、ミストラミストラミストラミストラの教会遺跡を見学【連泊】 ⑤⑤⑤⑤世界遺産オリンピアオリンピアオリンピアオリンピアへ。

山野草咲く遺跡を散策後、イテアイテアイテアイテアへ【イテア泊】 ⑥⑥⑥⑥パルナッソスパルナッソスパルナッソスパルナッソス山山山山にてフ

ラワーハイキング【連泊】 ⑦⑦⑦⑦世界遺産デルフィデルフィデルフィデルフィ見学。テルモビレーテルモビレーテルモビレーテルモビレーにて花

を観賞しながらカランバカカランバカカランバカカランバカへ【カランバカ泊】 ⑧⑧⑧⑧世界遺産メテオラメテオラメテオラメテオラにて岩

上の修道院修道院修道院修道院見学とフラワーハイキング。夕刻、アテネへ【アテネ泊】 ⑨⑨⑨⑨出

発までフリータイムフリータイムフリータイムフリータイム。アテネ✈乗継都市【機中泊】 ⑩⑩⑩⑩✈成田✈新千歳 

<最少催行人数> １０名 
<食 事>    朝８・昼７・夕７ 
<１人部屋追加料金> 

５０,０００円 
<添乗員> 新千歳から全行

程同行します 
<燃油・空港諸税>別途申し受

けます(目安：６５,０００円) 
<査 証> 不要 

↑↑↑↑オリンピア遺跡に咲き誇る色とりどりのアネモネ群落 

ヒヒヒマママラララヤヤヤののの展展展望望望広広広がががるるるラララリリリグググラララススス回回回廊廊廊ををを⾏⾏⾏くくく   

アンナプルナしゃくなげ街道トレッキング１０１０１０１０日間 

2015年 ３３３３月月月月２６２６２６２６日日日日（木）～４４４４月月月月４４４４日日日日（土）   旅行代金 ３１９３１９３１９３１９,,,,００００００００００００円  新千歳発着  

募集中 
ネパール 

レベルレベルレベルレベル★★★★★★★★★★★★    ((((トレッキングトレッキングトレッキングトレッキング))))    

行行行行    程程程程 ①①①①新千歳✈✈✈✈乗継都市【乗継都市または機中泊】 

②②②②✈✈✈✈カトマンズ✈✈✈✈ポカラポカラポカラポカラ【ポカラ泊】 ③③③③専用車でナヤプルナヤプルナヤプルナヤプル

へ。ここからトレッキングスタート････････････ガンドルンガンドルンガンドルンガンドルン泊 ④④④④････････････〈アンアンアンアン

ナプルナサウスナプルナサウスナプルナサウスナプルナサウスの展望〉････････････タダパニタダパニタダパニタダパニ泊 ⑤⑤⑤⑤･･･デオラリデオラリデオラリデオラリ････････････〈ダダダダ

ウラギリウラギリウラギリウラギリの展望としゃくなげのしゃくなげのしゃくなげのしゃくなげの群落群落群落群落〉････････････ゴラパニゴラパニゴラパニゴラパニ泊 ⑥⑥⑥⑥早朝、

アンナプルナやダウラギリ山群の展望台プーンヒルプーンヒルプーンヒルプーンヒル(3190m)

に登頂。ゴラパニ････････････ヒレヒレヒレヒレ泊 ⑦⑦⑦⑦････････････ビレタンティビレタンティビレタンティビレタンティ････････････ナヤプルナヤプルナヤプルナヤプル。

ここでトレッキング終了。専用車でポカラへ【ポカラ泊】 ⑧⑧⑧⑧ポ

カラ✈カトマンズカトマンズカトマンズカトマンズ  着後、フリータイムフリータイムフリータイムフリータイム【カトマンズ泊】 ⑨⑨⑨⑨カト

マンズ✈乗継都市【乗継都市または機中泊】 ⑩⑩⑩⑩✈新千歳 

<最少催行人数> ５名５名５名５名 

<食 事>    朝７・昼６・夕７ 

<１人部屋追加料金> ３９,０００円 

<添乗員> 新千歳から全行程同行 

<燃油・空港諸税>別途申し受けます

(目安：４０,０００円) 

<査 証> 必要必要必要必要  

(取得手数料：７,０００円別途) 

←←←←プーンヒルからラリグラス(しゃくなげ)越し
にダウラギリ山群を望んで 

ユユユタタタ、、、コココロロロラララドドド、、、ニニニュュューーーメメメキキキシシシコココ、、、アアアリリリゾゾゾナナナ   

アメリカの大自然 グランドサークル・ハイキング １０１０１０１０日間 

2015年 ４４４４月月月月１５１５１５１５日日日日（水）～４４４４月月月月２４２４２４２４日日日日（金）   旅行代金 ４７９４７９４７９４７９,,,,００００００００００００円  新千歳発着  

レベルレベルレベルレベル★★★★★★★★    ((((ハイキングハイキングハイキングハイキング))))    

アメリカ 

行行行行    程程程程 ①①①①新千歳✈✈✈✈乗継都市✈✈✈✈ラスベガスラスベガスラスベガスラスベガス【ラスベガス泊】 ②②②②ザイザイザイザイ

オンオンオンオン国立公園国立公園国立公園国立公園ハイキング(約２時間)【ブライスキャニオン周辺泊】 ③③③③

ブライスキャニオンブライスキャニオンブライスキャニオンブライスキャニオン国立公園国立公園国立公園国立公園ハイキング(約５時間)【連泊】 ④④④④キャピキャピキャピキャピ

トルリーフトルリーフトルリーフトルリーフ国立公園国立公園国立公園国立公園ハイキング(約２時間)【モアブ泊】 ⑤⑤⑤⑤アーチズアーチズアーチズアーチズ国国国国

立公園立公園立公園立公園ハイキング(５～６時間)【連泊】 ⑥⑥⑥⑥キャニオンランズキャニオンランズキャニオンランズキャニオンランズ国立公国立公国立公国立公

園園園園ハイキング(約２時間)。モニュメントバレーモニュメントバレーモニュメントバレーモニュメントバレーへ【モニュメントバレー周

辺泊】 ⑦⑦⑦⑦アンテロープキャニオンアンテロープキャニオンアンテロープキャニオンアンテロープキャニオンで軽ハイキング(約１時間)。世界遺

産グランドキャニオングランドキャニオングランドキャニオングランドキャニオン国立公園国立公園国立公園国立公園へ【グランドキャニオン周辺泊】 ⑧⑧⑧⑧グ

ランドキャニオンのリムトレイルリムトレイルリムトレイルリムトレイルをハイキング(約１時間)。(深夜～翌朝)

ラスベガス✈✈✈✈【機中泊】 ⑨⑨⑨⑨✈✈✈✈乗継都市【機中泊】 ⑩⑩⑩⑩✈新千歳 

まもなく 

催⾏決定 

<最少催行人数> ４名４名４名４名 
<食 事>    朝７・昼７・夕７ 
<１人部屋追加料金>６９,０００円 
<添乗員> 新千歳から全行程同

行します 

<燃油・空港諸税> 別途申し受

けます(目安：６５,０００円) 

<査 証> 不要。ただし米国電

子渡航認証(ESTA)登録が必

要(取得手数料３,０００円) 

 
↑↑↑↑アーチズ国立公園のデリケートアーチ 

写写写真真真家家家・・・大大大橋橋橋英英英児児児氏氏氏ととと⾏⾏⾏くくくゆゆゆっっったたたりりり撮撮撮影影影紀紀紀⾏⾏⾏   

丁寧な写真撮影指導を実施 ヒマラヤ山脈撮影の旅１３１３１３１３日間 

2015年 ５５５５月月月月１２１２１２１２日日日日（火）～５５５５月月月月２４２４２４２４日日日日（日）   旅行代金 ５７８５７８５７８５７８,,,,００００００００００００円  新千歳発着  

チベット 

ネパール 

レベレベレベレベルルルル◆◆◆◆++++★★★★    ((((観光観光観光観光++++高所高所高所高所))))    

行行行行    程程程程 ①①①①新千歳✈✈✈✈北京【北京泊】 ②②②②北京✈✈✈✈ラサラサラサラサ 着後、高度順応

【ラサ泊】 ③③③③ラサラサラサラサ観光観光観光観光(ポタラ宮、八廓街など)【連泊】 ④④④④ラサラサラサラサ観光観光観光観光(ノ

ルブリンカ、セラ・ゴンパなど)【連泊】 ⑤⑤⑤⑤ヤムドゥクヤムドゥクヤムドゥクヤムドゥク湖湖湖湖～ギャツェ～シガシガシガシガ

ツェツェツェツェ【シガツェ泊】 ⑥⑥⑥⑥ヒマラヤの名峰を撮影しながら移動【シェーカル

泊】 ⑦⑦⑦⑦ロンボクロンボクロンボクロンボクへ。チョモランマ・ベースキャンプチョモランマ・ベースキャンプチョモランマ・ベースキャンプチョモランマ・ベースキャンプ(5200m)まで上がり、

チョチョチョチョモランマモランマモランマモランマ(エベレスト)を撮影【ロンボク泊】 ⑧⑧⑧⑧シシャパンマシシャパンマシシャパンマシシャパンマ峰峰峰峰を望む

ベイグツォベイグツォベイグツォベイグツォ湖湖湖湖へ【ティンリー泊】 ⑨⑨⑨⑨引き続きペイグツォ湖に戻り、撮影 

※余裕があればシシャパンマ・ベースキャンプシシャパンマ・ベースキャンプシシャパンマ・ベースキャンプシシャパンマ・ベースキャンプへ。国境の街ジャンムジャンムジャンムジャンム

へ【ジャンム泊】 ⑩⑩⑩⑩国境の橋を歩いてネパールネパールネパールネパールのコダリコダリコダリコダリへ入国。カトマカトマカトマカトマ

ンズンズンズンズへ移動し、着後、観光【カトマンズ泊】 ⑪⑪⑪⑪終日フリータイムフリータイムフリータイムフリータイム【連泊】 

⑫⑫⑫⑫カトマンズ✈✈✈✈成都✈✈✈✈北京【北京泊】 ⑬⑬⑬⑬北京✈✈✈✈新千歳 

<最少催行人数> ７名 
<食 事>    朝１５・昼１４・夕１４ 
<１人部屋追加料金>８０,０００円 
<添乗員>添乗員は同行しませ

んが、チベットやネパール旅行
の経験豊かな写真家・大橋英
児氏が全行程同行します 

<燃油・空港諸税> 別途申し受
けます(目安：２９,０００円) 

<査 証> 必要必要必要必要  
(取得手数料：７,０００円別途) 

↑↑↑↑ベースキャンプから望む世界最高峰チ
ョモランマの北壁(撮影：大橋英児) 

募集中 
１⽉下旬に旅⾏

説明会開催予定 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

遺遺遺跡跡跡ととと奇奇奇景景景ののの宝宝宝庫庫庫トトトルルルコココ    東東東⻄⻄⻄文文文明明明ののの十十十字字字路路路ををを歩歩歩くくく   

カッパドキア・ハイキングとイスタンブール ９９９９日間 

2015年 ５５５５月月月月２１２１２１２１日日日日（木）～５５５５月月月月２９２９２９２９日日日日（金）   旅行代金 ４１９４１９４１９４１９,,,,００００００００００００円  新千歳発着  

募集中 
トルコ 

レベルレベルレベルレベル★★★★★★★★    ((((ハイキングハイキングハイキングハイキング))))    

行行行行    程程程程 ①①①①新千歳✈✈✈✈乗継都市✈✈✈✈イスタンブールイスタンブールイスタンブールイスタンブール【イスタンブール泊】 
②②②②イスタンブールイスタンブールイスタンブールイスタンブール観光観光観光観光(ブルーモスクブルーモスクブルーモスクブルーモスクなど)後、国内便でカイセリカイセリカイセリカイセリへ。
着後、世界遺産カッパドキアカッパドキアカッパドキアカッパドキアへ【カッパドキア泊】 ③③③③ウチヒサル・ホワウチヒサル・ホワウチヒサル・ホワウチヒサル・ホワ

イトバレーイトバレーイトバレーイトバレーのハイキングとギョレメギョレメギョレメギョレメ野外博物館野外博物館野外博物館野外博物館見学【連泊】 ④④④④ウチヒウチヒウチヒウチヒ

サル・ローズバレーサル・ローズバレーサル・ローズバレーサル・ローズバレーのハイキングとカイマクルカイマクルカイマクルカイマクル地下都市地下都市地下都市地下都市見学【連泊】 
⑤⑤⑤⑤ウフララウフララウフララウフララ渓谷渓谷渓谷渓谷ハイキング後、コンヤコンヤコンヤコンヤへ【コンヤ泊】 ⑥⑥⑥⑥メヴラーナメヴラーナメヴラーナメヴラーナ博博博博

物館物館物館物館など見学し、世界遺産パムッカレパムッカレパムッカレパムッカレへ。石灰棚の奇観とヒエラポリヒエラポリヒエラポリヒエラポリ

スススス遺跡遺跡遺跡遺跡を散策【パムッカレ泊】 ⑦⑦⑦⑦エフェスエフェスエフェスエフェス遺跡遺跡遺跡遺跡を観光し、イズミルイズミルイズミルイズミル

へ。国内便でイスタンブールへ【イスタンブール泊】 ⑧⑧⑧⑧終日イスタンイスタンイスタンイスタン

ブールブールブールブール観光観光観光観光(ボスポラス海峡クルーズ、アヤソフィアアヤソフィアアヤソフィアアヤソフィア、トプカプトプカプトプカプトプカプ宮殿宮殿宮殿宮殿な
ど)。(夕刻)イスタンブール✈✈✈✈【機中泊】 ⑨⑨⑨⑨✈✈✈✈乗継都市✈新千歳 

<最少催行人数> ６名 

<食 事>    朝７・昼７・夕７ 

<１人部屋追加料金> ６０,０００円 

<添乗員> 新千歳から全行程同行 

<燃油・空港諸税> 別途申し受けます 

(目安：５６,０００円) 

<査 証> 不要 

←←←←キノコ岩やシメジ岩などの奇岩が林立する
特異な景観のカッパドキアをたっぷり散策 

スススコココッッットトトララランンンドドドののの究究究極極極のののフフフッッットトトパパパススス(((総総総延延延⻑⻑⻑ 111555444kkkmmm)))ををを歩歩歩くくく!!!   

ウエスト ハイランド ウェイ(WHW)１１１１３３３３日間 

2015年 ５５５５月月月月２８２８２８２８日日日日（木）～６６６６月月月月９９９９日日日日（火）   旅行代金 ４７９４７９４７９４７９,,,,００００００００００００円  新千歳発着  

まもなく 

催⾏決定 

イギリス 

レベルレベルレベルレベル★★★★★★★★★★★★    ((((ロングトレイルロングトレイルロングトレイルロングトレイル))))

行行行行    程程程程 ①①①①新千歳✈✈✈✈乗継都市【乗継都市または機中泊】 

②②②②✈✈✈✈グラスゴーグラスゴーグラスゴーグラスゴー【グラスゴー泊】 ③③③③鉄道にてムルガイムルガイムルガイムルガイへ。

ここから WHWWHWWHWWHW のスタートのスタートのスタートのスタート････････････ドライメンドライメンドライメンドライメン泊(約６時間) ④④④④････････････ココココ

ニックヒルニックヒルニックヒルニックヒル････････････ロワーデンロワーデンロワーデンロワーデン泊(約８時間) ⑤⑤⑤⑤････････････インヴェラーナインヴェラーナインヴェラーナインヴェラーナ

ンンンン泊(約９時間) ⑥⑥⑥⑥････････････クリアンラリッヒクリアンラリッヒクリアンラリッヒクリアンラリッヒ泊(約４時間) ⑦⑦⑦⑦････････････

ティンドラム････････････ブリッジオブオーキーブリッジオブオーキーブリッジオブオーキーブリッジオブオーキー泊(約７時間) ⑧⑧⑧⑧････････････イ

ンヴェローラン････････････キングスハウスキングスハウスキングスハウスキングスハウス泊(約７時間) ⑨⑨⑨⑨････････････キンロキンロキンロキンロ

ックリーヴンックリーヴンックリーヴンックリーヴン泊(約５時間) ⑩⑩⑩⑩････････････フォートウィリアムフォートウィリアムフォートウィリアムフォートウィリアム泊(約９時

間)。WHWWHWWHWWHW のゴールのゴールのゴールのゴール    ⑪⑪⑪⑪バスにてグラスゴーへ【グラスゴー

泊】 ⑫⑫⑫⑫グラスゴー✈✈✈✈乗継都市【機中泊】 ⑬⑬⑬⑬✈✈✈✈新千歳 

<最少催行人数>４名４名４名４名(最大６名) 
<食 事>    朝１０・昼０・夕０ 
<１人部屋追加料金>１４,０００円 
 (グラスゴーのホテル２泊のみ) 

<添乗員>新千歳から全行程同行 

<燃油・空港諸税> 別途申し受け

ます(目安：６５,０００円) 

<査 証> 不要 

●トレイル中の宿泊は快適な B＆

B(朝食付き・２～４名１室)  
↑↑↑↑広大な風景の中、どこまでも続くトレイル 

固固固有有有植植植物物物ののの宝宝宝庫庫庫    世世世界界界遺遺遺産産産ののの父父父島島島・・・⺟⺟⺟島島島をををめめめぐぐぐるるる   

小笠原諸島 大自然探訪 ７７７７日間 

2015年 ４月７日４月７日４月７日４月７日（火）～４月１３日４月１３日４月１３日４月１３日（月） 旅行代金 ２２０２２０２２０２２０,,,,００００００００００００円 新千歳発着  

日本の島旅・自然旅 

レベル★レベル★レベル★レベル★    ((((ハイキングハイキングハイキングハイキング))))    

東京都 

募集中・値下げしました!!!! 

行行行行    程程程程 ①①①①(午後～夕刻)新千歳✈✈✈✈羽田 着後フリータフリータフリータフリータ

イムイムイムイム【東京都内泊】 ②②②②竹芝桟橋竹芝桟橋竹芝桟橋竹芝桟橋からフェリーおがわらフェリーおがわらフェリーおがわらフェリーおがわら

丸丸丸丸にて出航(10:00 頃)。船内にてゆっくりお休み下さい

【船中泊】 ③③③③小笠原諸島小笠原諸島小笠原諸島小笠原諸島・・・・父島父島父島父島到着(11:30 頃 )。昼食

後、海の半日観光(イルカイルカイルカイルカ＆＆＆＆クジラウォッチングクジラウォッチングクジラウォッチングクジラウォッチング、南島南島南島南島

上陸上陸上陸上陸ツアーツアーツアーツアー)【父島泊】 ④④④④父島のジャングル・トレッキジャングル・トレッキジャングル・トレッキジャングル・トレッキ

ングングングング。南端の断崖絶壁「「「「千尋岩千尋岩千尋岩千尋岩」」」」を目指します(約７

時間) ※軽い森散策に変更も可。夕食後、希望者は

ナイトツアーナイトツアーナイトツアーナイトツアーにご案内(別料金)【父島泊】 ⑤⑤⑤⑤朝食後、

船にて母島母島母島母島へ。着後、南崎南崎南崎南崎トレッキングトレッキングトレッキングトレッキングへ(約４時間)

【母島泊】 ⑥⑥⑥⑥船にて父島へ戻り、出航までフリータイフリータイフリータイフリータイ

ムムムム。父島よりフェリーおがさわらフェリーおがさわらフェリーおがさわらフェリーおがさわら丸丸丸丸にて出航(14:00 頃)。

船内にてゆっくりお休み下さい【船中泊】 ⑦⑦⑦⑦竹芝桟橋竹芝桟橋竹芝桟橋竹芝桟橋

到着(15:30頃)。着後、羽田空港へ。羽田✈新千歳 

1111    1 日 100⼈限定、上陸が制限されてい

る南島に上陸し、貴重な⽣態系を⾒学 

2222    ⽗島と⺟島それぞれ、地元ガイドの案内 

で絶景が広がるルートをトレッキング。 

特異な⾃然にたっぷり触れます 

3333    ⼩笠原の豊かな海の幸も味わいます 

ポ

イ

ン

ト    

<最少催行人数> ８名 
<食事>    朝３・昼２(弁)・夕３ 
<１人部屋追加料金> 

１０,０００円(船は除く) 
<添乗員>新千歳から全行程

同行します 
<宿泊・装備> 民宿泊。日帰り

ハイキング装備 
●フェリーは２等船室利用。船室

ランクアップも追加料金で可能

※各ツアーとも、現地の諸事情により⾏程が多少変更になる場合があります。あらかじめご了承下さい。 

 
島民のように暮らす! 

超ロングステイ小笠原 24 日間 
2015年１月 13日(火)〜２月５日(木) 

旅行代金135,500 円〜(おひとり様) 

●東京・竹芝桟橋発着／1 名様から出発可 

※詳細はお問い合わせ下さい 

こちらもおすすめ 

↑↑↑↑小笠原の海に沈む夕日(イメージ) 


