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ノマド 検索

ホームページからもツアー情報が
ご覧いただけます
●スマホからも
　ＱＲコードで簡単アクセス！

ＱＲコード

ツアー設定期間 2015年 11月～2016年 6月（予告版:2016年7月～10月）2015年 11月～2016年 6月（予告版:2016年7月～10月）

世界の山旅・秘境探訪の旅／国内の山旅・歩き旅
2016年早春から初夏のツアーと、夏から秋のツアー速報

羽田・成田・中部・関西など
からご参加可能のツアー多数
羽田・成田・中部・関西など
からご参加可能のツアー多数

ノマドノマド

❶新千歳✈ソウル✈シェムリアップ　❷＝ベンメリア＝世界遺産ロリュオス遺跡群　❸アン
コールワット日の出観賞（オプション）＝バイヨン・インフォメーションセンター＝世界遺産バ
イヨン（日本の遺跡修復スタッフが案内）･･･ピミアナカス
＝世界遺産アンコールワット　❹＝世界遺産プレア・ヴ
ィヒア　❺＝プノン・クーレンのハイキング（約2h）＝世
界遺産バンテアイ・スレイ＝タ・プローム＝東メボン＝ナ
イト・マーケット＝空港✈　❻ソウル✈新千歳

出 発 日　2016年 １月16日（土）
旅行代金　208,000円  

天空寺院遺跡プレア・ヴィヒアも訪問!
アンコール遺跡群ウォーキング

▲アンコール遺跡の中心バイヨン寺院

アンコールワット、アンコールトムなど
の中心遺跡はもちろん、ベンメリアなど郊外の遺跡
群もたっぷり観光。何度も封鎖され、なかなか訪れる
ことが難しかったタイ国境の寺院遺跡プレア・ヴィヒ
アも遂に訪問です。

O I N TP

カンボジア
６日間

❶新千歳✈ソウル✈昆明　❷＝世界遺産石林＝元陽　❸＝世界遺産多依樹（タイジュ）棚田＝
少数民族の村訪問＝世界遺産老虎嘴嘴（コウコシ）棚田＝元陽　❹＝河口＝ベトナム国境越え
＝バックハー　❺＝コックリー火曜市＝サパ　❻サパ観光
＝ラオカイ 〈寝台列車〉　❼  ハノイ＝世界遺産ハロ
ン湾  ハロン湾クルーズ（船中泊）  ❽  下船＝ハノイ
（ホーチミン廟［外観］、文廟など）✈　❾ソウル✈新千歳

出 発 日　11月20日（金）
旅行代金　288,000円  

世界遺産  “石林” “ハニ棚田群” “ハロン湾”
雲南省～ベトナム国境越え

▲世界最大の棚田群 “ ハニ棚田群 ”

雲南省の絶景「石林」と「ハニ棚田群」を
観光し、陸路でベトナム国境越え。ハロン湾では豪華ク
ルーズ船に泊まり、多彩なアクティビティとともに“海
の桂林”と呼ばれる奇観を楽しみます。

O I N TP

中国・ベトナム ８日間

◆ 秘境観光
４～６名までは現地日本語ガイド
がご案内。７名以上は全行程同行

TC 

世 界 遺 産

世界遺産  “石林” “ハニ棚田群” “ハロン湾”
雲南省～ベトナム国境越え催行決定

催行間近

★ウォーキング

世 界 遺 産 ❶新千歳✈南紀白浜または関西＝紀伊田辺　❷中辺路
１日目／＝滝尻王子 ･･･ 近露王子 ･･･ 継桜王子（１日の
歩程 18km/8h）　❸中辺路２日目／ ･･･ 小広王子 ･･･ 発
心門王子･･･“中辺路のゴール”熊野本宮大社（22km/9h）
＝熊野本宮温泉郷　❹＝南紀白浜または関西✈新千歳

出 発 日　2016年 11月30日（月）
旅行代金　135,000円  

日本のロングトレイルの代表格を歩く!
世界遺産 熊野古道・中辺路40km

▲厳かな雰囲気が漂う発心門王子

熊野古道の中で最も歴史の古い中辺路を
1泊２日で踏破。荷物は毎日宿へ搬送するので身軽に歩
けます。語り部は同行しません。

O I N TP

和歌山県
４日間出発間近

世 界 遺 産

❶新千歳✈成田　❷✈オークランド✈クイーンズタウン　❸グランドトラバース１日目
／＝グリーンストーントラック入口･･･スティールクリーク・ロッジ（５～ ７h）　❹２日目
／･･･マッケラー・ロッジ（4～６h）　❺３日目／マッケラー・ロッジ滞在（休養日）　❻４日
目／･･･キーサミット ･･･マッケンジー・ロッジ
❼５日目／･･･コニカル・ヒル（1５1５m）･･･ルート
バーンフォールズ・ロッジ（５ ～ ７h）　❽６日目
／･･･ロードエンド（約 4h）＝クイーンズタウン
❾出発までフリータイム ✈ オークランド（泊）
10オークランド✈成田✈新千歳

出 発 日　12月7日（月）
旅行代金　608,000円  

グリーンストーン＋ルートバーントラックを結ぶ全長 75㎞
グランドトラバースを歩く

▲山岳展望が広がるキーサミット（4 日目）

ニュージーランド  10日間

★★ ロングトレイル荷物搬送あり

★★ トレッキング

【お申込みに関して】　入山数限定・完全予約制
トレイルのため、お申し込み時点で現地ガイド
付ウォークの空き状況を確認してからのご案内
となります。まずはお問い合わせ下さい。

催４名  朝７  昼７  夕７

TC 同行　催５名  朝４  昼４  夕４

TC 同行　催６名  朝３  昼０  夕２

TC 同行　催５名  朝７  昼６  夕８

11月〜2016年1月出発 催行決定＆出発間近ツアー ☎011-261-2039

各ツアーの詳細を別途ご用意して
います。お気軽にご請求下さい。

表紙写真：Mt．クックや Mt．セフトンの展望が広がるセアリーターンズ（ミルフォードトラックとマウントクック／ニュージーランド）

グリーンストーン＋ルートバーントラックを結ぶ全長 
催行決定
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【ご注意】　２名様からご出発。添乗員は同行しませんが、現地
日本語ガイドがご案内。登山には登山ガイド（英語）が同行しま
す（登山に日本語ガイドは同行しません）。ポーター手配も可能

（別途料金）。山小屋は完全予約制のため、できるだけご出発の
５ヶ月前までにお申し込み下さい。　※登山道再開日が変更とな
り、出発日より延びた場合、予約金は全額返金いたします。

行程内のマークについて

世界の名峰登頂・トレッキング・ハイキング
2016 年２月～６月出発

❶新千歳✈成田　❷✈オークランド✈クイーンズタウン　❸ミルフォードトラック１日目
／＝テ・アナウ グレードワーフ･･･グレードハウス（約30分）　❹２日目／･･･ポンポロー
ナ・ロッジ（５～ ７h）　❺３日目／･･･マッキノン・パス（コース最高所・11６9m）･･･クインティ
ン・ロッジ　❻４日目／･･･サンドフライ・ポイント（６～
8h）～マイターピーク・ロッジ　❼ 世界遺産ミルフォー
ドサウンドのクルーズ＝クイーンズタウン　❽＝世界遺
産アオラキ／マウントクック国立公園　❾･･･フッカーバ
レー・ハイキング（約 ５h）　10＝クライストチャーチ✈オー
クランド（泊）　11オークランド✈成田✈新千歳

出 発 日　2016年 ２月９日（火）
旅行代金　638,000円  

世界一美しい散歩道とニュージーランド最高峰の山懐を歩く
ミルフォードトラック＆マウントクック

▲コース中最高所マッキノン・パス

❶新千歳✈乗継都市✈コタキナバル　❷＝キナバル国立公園事務所 ･･･ティンポポン
登山口（18６７m）･･･山小屋（3300m地点・ラバンラタまたは同等クラス／約 ６h）　❸･･･
ロウズ・ピーク（世界遺産キナバル山最高峰 409５m）･･･往路下山･･･山小屋（登り約 4h・
下り約 2h）／到着後フリータイム　❹･･･往路下山･･･
登山口＝コタキナバル　❺✈乗継都市✈新千歳

出 発 日　2016年 2月～5月木曜出発
旅行代金　235,000円（燃油サーチャージ込み）  

2015年12月登山道再開予定!
フリープランで行く キナバル山登頂

▲山上台地は広大なスラブ帯

マレーシア
５日間

２名様より
出発保証

★★★
高所登山

ニュージーランド
11日間

★★ トレッキング
４～５名までは現地ガイドが
ご案内。６名以上は全行程同行

TC 

【ご注意】　入山数限定・完全予約制トレイルのため、第１次申込
締切を 2015 年 11月６日（金）とさせていただきます。それ以
降のお申し込みについてはお問い合わせ下さい。

❶新千歳✈乗継都市　❷✈シドニー　❸シドニー✈エアーズロック＝世界遺産ザ・オル
ガス＝世界遺産エアーズロックの日没観光　❹キングスキャニオンのハイキング（約 4h）   
❺エアーズロックの日の出観光と登山✈シドニー　❻＝
キャンベラ／着後観光＝スレドボ　❼ ･･･コジオスコ山
（2228m／約 4h）　❽＝カトゥンバー＝世界遺産ブルーマ
ウンテンズ国立公園＝シドニー✈  ❾✈乗継都市✈新千歳

出 発 日　2016年 ２月23日（火）
旅行代金　488,000円（燃油サーチャージ込み）  

豪州最高峰に登り、特異な大自然を周遊
コジオスコ山とエアーズロック登山

世 界 遺 産

オーストラリア
９日間

★ ハイキング

オーストラリア最高峰コジオスコ山と世界遺
産エアーズロックに登り、神秘的な岩の造形で知られるキン
グスキャニオンとブルーマウンテンズ国立公園をハイキン
グ。豪州の特異な大自然を体感できる厳選コース。

O I N TP

❶新千歳✈乗継都市✈ホノルル／着後観光　❷＝マノア滝ハイキング（落差 ６0mの大滝、
現地ガイド同行／約 2h）＝ワイキキ歴史街道ツ
アー（約 2h）　❸＝ココヘッドクレーター・ハ
イキング（約 1h30）＝マカプウ岬展望台＝海洋
保護区ハナウマ湾（熱帯魚など観察）　❹＝ダ
イヤモンドヘッド（巨大クレーターを軽ハイク
／約 2h）＝ファーマーズマーケット（自由昼食）
❺ホノルル✈　❻乗継都市✈新千歳

出 発 日　2016年 ３月２日（水）
旅行代金　268,000円  

自由気ままさが魅力! 公共の交通“ザ・バス”でめぐる
オアフ島のんびりハイキング 

▲海洋生物保護区のハナウマ湾

★ ハイキング

島内バス乗り放題のフリー乗車券
を使ってハイキングや観光。ローカルな触れ合い
や素朴な風景を楽しむプランです。

O I N TP

アメリカ(ハワイ) ６日間

2～4ページの　　　　 マークの付いたツアーは早期申込割引対象
です。2015年11月末日までにお申し込みの方は旅行代金を15,000円
割引いたします。ぜひお早目にどうぞ。　
※旅行申込書のご提出と申込金のお支払いを条件とし、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。

▲刻々と表情を変えるエアーズロック

世界各地の未知なる自然や歴史・文化を訪ね歩く旅へ
弊社は札幌に創業して28年余り。公認山岳ガイドが常駐し、北海道を基盤に世界各地の山や秘境を訪ね、皆様に感動と達成感をお届けする旅を
企画しております。今回は201５年11月～201６年初夏のツアーをご案内します。多彩な世界の絶景に出会う旅へ、ぜひお出かけ下さい。

お申し込みからご出発まで ツ ア ー ご 参 加 の 皆 様 へ　～以下をご確認下さい～

■全コース、添乗員または現地ガイドが同行します（一部除く）。
■記載の旅行代金は新千歳空港発着です。ほとんどのツアーが羽田、成田、中

部、関西など、その他空港発着でのご参加が可能ですので、料金についてはお
問い合わせ下さい（概ね同額または差額の値引きとなります）。

■燃油サーチャージ、空港諸税は別途申し受けます（燃油サーチャージが旅行代金に
含まれる場合はその旨を記載しています ) 。

■基本的にお部屋は２名１室の男女別相部屋となります ( 山小屋は除く )。一人部
屋をご希望の場合は追加料金となります。

　※お一人様参加で相部屋をご希望でも、同室の方が見つからない場合は所定の追加
　料金をお支払いいただき、一人部屋をご利用いただきます。

■各ツアー行程内に記載の歩程は、休憩などを除いた実質歩行時間の目安です
（当日の天候や道の状況によって変動します）。

ツアーレベルの目安 ●海外 ･国内ツアー共通
マーク 目　　　　安

◆（観光） 観光、秘境探訪などが中心のツアー

★ 健康な方なら、どなたでも参加可能な
ウォーキングやハイキング

★★ 低山や日帰り登山で、１日の行動に４時
間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
必要な登山、トレッキング

★★★★ 上記に加えて、標高 3,500m 超えの高
所を訪れます

★★★★★ 十分な体力と実力、技術と経験が必要な
本格的登山

※あくまで目安です。歩行時間が少なくても、高所で行動
　する場合は観光でも★～★★を表記することがあります。

〈移動手段〉
 　✈  航空機　　＝ 車
     列車
  ＋＋ ロープウェイ、ゴンドラ、
  　   リフトなど
   水上交通（船など）
  ･･･ 徒歩

TC ツアーコンダクター(添乗員)
催　最少催行人数
朝　昼　夕
　　旅行代金に含まれるツアー中
　　の食事回数（機内食を除く）

1 まずはお電話にてお問い合わせ下さい（仮予約）　

　☎ 011（261）2039
 FAX／011（261）1998 または
 E メール／ tour@hokkaido-nomad.co.jp にても承ります。

2 お申し込み
旅行申込書の記入　旅行申込書にご記入の上、海外ツアーの場合はパスポ
ートのコピーを添えてご提出下さい。旅行申込用紙をご希望の方には、郵送、
Ｅメール、FAX にて用紙をお送りしますのでお知らせ下さい。

申込金のお支払い  所定の申込金を弊社指定口座までお振込み下さい。また
はご来社の上、お支払い下さい。旅行申込用紙と申込金のお支払いをもちま
して、正式な旅行契約となります。

受け付け締め切り　基本的には出発の 1ヶ月前です。それ以降につきまして
は随時お問い合わせ下さい。

3 渡航手続（海外ツアーのみ）
お申し込み終了後、渡航先の国や地域のご案内をいたします。ビザ、保険、予
防接種等に関するご案内、持ち物リスト、地図などをお送りします。

4 残金のお支払い
出発の１ヶ月～15日前までに、旅行代金と諸費用のご請求書を郵送いたしま
す。期日までに弊社指定口座へお振込み、またはご来社にてお支払い下さい。

5 最終案内
出発の 10 ～５日前ごろまでに最終日程、集合場所、現地連絡先などを明記し
た「旅のしおり」や、弊社オリジナルバゲージタッグなどをお送りします。

6 ご出発
当日は余裕を持って指定の集合場所にお越し下さい。集合場所には弊社
添乗員（ツアーリーダー）がお待ちしています。海外ツアーではパスポー
トをお忘れなく。

2～4ページの　　　　 マークの付いたツアーは2～4ページの　　　　 マークの付いたツアーは2～4ページの　　　　 マークの付いたツアーは
先取り
　　Ａ
先取り
　　Ａ

先取り
　　Ａ
先取り
　　Ａ

世 界 遺 産

現地ハイキングガイド付き催４名  朝８  昼６  夕８

TC 同行　催８名  朝４  昼１  夕１

TC 同行　催８名  朝５  昼０  夕７

 TC 下記参照
催２名  朝４  昼３  夕３
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【ポイントとご注意】　台湾登山協会公認の登山
ガイド同行。山小屋は完全予約制で排雲山荘は
宿泊日 120 日前から予約受付開始（外国人優
先枠）です。お早目にお申し込み下さい。

出 発 日　2016年 5月7日（土）
旅行代金　263,000円  

台湾最高峰と第２峰に連続登頂
玉山・雪山ダブル登頂

▲シャクナゲ開花の季節です

❶新千歳✈乗継都市✈ラスベガス　❷＝ザイオン国立公園ハイキング（約 4h）＝
ブライスキャニオン国立公園　❸ブライスキャニオン国立公園ハイキング（約
4h）　❹＝キャピトルリーフ国立公園ハイキング（約 2h）＝モアブ　❺アーチズ国
立公園ハイキング（約 ５h）　❻キャニオンランズ国立公園ハイキング（約 2h）＝モ
ニュメントバレー　❼＝アンテロープ
キャニオンハイキング（約 1h）＝世界遺
産グランドキャニオン国立公園　❽リ
ムトレイルハイキング（約 1h）＝ラスベ
ガス✈　❾✈乗継都市✈　❿✈新千歳

出 発 日　2016年 ５月９日（月）
旅行代金　519,000円  

★★ ハイキング

ユタ、コロラド、ニューメキシコ、アリゾナ
グランドサークル・ハイキング

▲アーチズ国立公園のダブルアーチ

アメリカ西部４州にまたがる
広大な自然景観の宝庫“グランドサーク
ル”。古代インディアンの壁画など貴重な遺
跡も残る壮大なエリアを、毎日1～６時間ほ
どのハイキングを楽しみながらめぐります。
次々に現れる驚異の絶景・奇観に圧倒され
ることでしょう。

出 発 日　2016年 ３月24日（木）
旅行代金　319,000円  

ネパール国花ラリグラスの回廊を行く
アンナプルナしゃくなげ街道トレッキング

▲ダウラギリ山群と色鮮やかなラリグラス

アンナプルナやマチャ
プチャレ、ダウラギリなどヒマラヤの
名峰群を一望しながら、ラリグラス

（しゃくなげ）が咲き誇るトレイルを
歩きます。最高点は 3,190m で高度
障害の影響も少ないでしょう。ノマド
専用シェフ同行なので、食事も日本人
好みの味です。

❶新千歳✈乗継都市✈シャモニ　❷～❹シャモニ滞在で日帰りパウダーツアー
❺シャモニ＝アローラ･･･ディス小屋（約 ６h）　
❻･･･ピンダローラ（3７9６m）･･･ヴィニエット小
屋（約 ６h）　❼ ･･･ベルトール小屋（約 ７h）　❽･･･
テート・ブランシュ（3７24m）･･･ツェルマット（約
５h） ❾＝ジュネーブ✈乗継都市✈　❿✈新千歳

出 発 日　2016年 ４月10日（日）
旅行代金　558,000円  

★★★ BC スキー

シャモニ周辺のバックカントリースキーへ
オートルートのショートコースを滑る

▲アルプスの名峰群を眺めなが
らの大滑走（イメージ）

シャモニ周辺で標高差 1,500m の日帰りパ
ウダーツアーを３日間。登りはゴンドラやリフトを使うの
で、軽い装備で手軽に標高 3,000m からの滑走を満喫。後
半は山小屋３泊４日でヨーロッパオートルートのショート
コースへ。最後はマッターホルンをめがけて滑ります。

❶新千歳✈上海 〈寝台列車〉  ❷ 黄山市＝世界遺
産宏村＝黄山山麓＋＋白鵝峰 ･･･世界遺産黄山ハイキン
グ（白鵞峰、始信峰など）  ❸清涼台（日の出観賞）。終日黄
山ハイキング ･･･排雲亭（夕日観賞）  ❹蓮花峰 ･･･迎客
松 ･･･玉屏楼＋＋山麓＝杭州　❺杭州観光（世界遺産西
湖遊覧、蘇堤など） 〈新幹線〉 上海  ❻上海✈新千歳

出 発 日　2016年 ３月22日（火）・４月19日（火）
旅行代金　188,000円  

★ ハイキング

絶景の山水美の世界をじっくり歩く
世界遺産  黄山ハイキングと杭州

黄山山頂のホテルに２連泊して、山頂か
ら中腹までハイキング。不要な荷物は預けて身軽に
歩きます。明・清代の歴史建築が数多く残る世界遺産

“安徽古民居群”や、多くの漢詩に詠われた世界遺産
“西湖”も観光。

出 発 日　2016年 2月20日（土）
旅行代金　265,000円  

ベトナム最高峰登頂と秘境サパ
ファンシーパン登頂とハロン湾

登山ガイドとポーター同行、お一人様６㎏まで
荷物預け可。カラフルな民族衣装を着た少数民族が暮らす秘
境サパでは足慣らしのハイキングも。下山後は世界遺産ハロ
ン湾のクルーズを楽しみます。

先取り
　　Ａ
先取り
　　Ａ

O I N TP

ポーター同行 ★★★ トレッキング

O I N TP

O I N TP

O I N TP

O I N TP

出 発 日　2016年 ４月12日（火）
旅行代金　449,000円  

O I N TP

先取り
　　Ａ
先取り
　　Ａ

先取り
　　Ａ
先取り
　　Ａ

先取り
　　Ａ
先取り
　　Ａ

★★★ 登 山

６～７名までは現地日本語ガイドが
ご案内。８名以上は全行程同行

TC 

 ６～９名までは現地日本語ガイドが
 ご案内。10 名以上は全行程同行

TC 

先取り
　　Ａ
先取り
　　Ａ

★★★★ 高所登山

ポーター同行

ファンシーパン山
（3143m)

●第２キャンプ
（2800m)

●第1キャンプ
（2200m)

●　　
チャムトン登山口

（1950m)
●

シンチャイ登山口

登山コース

世 界 遺 産

☎011-261-2039世界の名峰登頂・トレッキング・ハイキング
2016 年２月～６月出発

各ツアーの詳細を別途ご用意して
います。お気軽にご請求下さい。

催６名
朝５  昼４  夕５

国際山岳ガイド同行

６～７名までは現地日本語ガイドが
ご案内。８名以上は全行程同行

TC 

ベトナム
８日間

ネパール
10日間

中　国
６日間

アイルランド
９日間

アイルランド最古のロングトレイル
ザ・ウィックロウ・ウェイ 85㎞

フランス・スイス
10日間

アメリカ
10日間

台　湾
８日間

▲山水画の世界が広がります

❶新千歳✈ソウル✈ハノイ　❷ハノイ観光（世界遺産タンロン、ホーチミン廟
［外観］、水上人形劇観賞） 〈寝台列車〉 　❸ ラオカイ＝サパ（少数民族
の村ハイキング /約 2h）　❹＝チャムトン登山口･･･
第２キャンプ（山小屋泊 /約 ５h）　❺ ･･･ファンシーパ
ン（3143m）･･･登山口（約 10h）＝ラオカイ 〈寝台列車〉
　❻ ハノイ＝世界遺産ハロン湾　❼ハロン湾ク

ルーズ（約 3h）＝ハノイ✈　❽✈ソウル✈新千歳

❶新千歳✈台北　❷台北観光（中正紀念堂、龍山寺など）＝東埔温泉　❸＝タタ
カ鞍部 ･･･排雲山荘（3400m/約 ６h）　❹ ･･･玉山（39５2m・ご来光）･･･往路下山･･･
タタカ鞍部（約 10h）＝東埔温泉　❺＝武陵農
場登山口･･･シチカ山荘（約 2h）　❻･･･雪山
東峰（3210m）･･･三六九山荘･･･雪山（388６m）
･･･三六九山荘（約 9h）　❼ ･･･往路下山･･･
武陵＝台北　❽台北✈新千歳　

ウォーキング先進国の
最古の公式ロングトレイル 85㎞を歩
きます。緑豊かな農村や、うねるように
連なるヒル（丘）、初期キリスト教の遺
跡など、毎日変化に富んだ風景が広が
ります。ゴールは首都ダブリン。荷物
は毎日搬送します。 ▲丘陵地を越えて行く

❶新千歳✈乗継都市✈　❷✈ダブ
リン＝ティナヘリー（トレイルのス
タート地点）　❸ ･･･アイアンブリッ
ジ（歩程 21km/７h）  ❹ ･･･グレンマ
ルール（12km/５h）　❺･･･グレンダー
ロッホ（13km/５h）　❻＝オールドブ
リッジ ･･･クロンウッド（19km/７h）　
❼ ･･･ダブリン（20km/７h）  ❽ダブリ
ン✈乗継都市✈　❾✈新千歳

★★★ ロングトレイル荷物搬送あり

❶新千歳✈乗継都市✈ ❷✈カトマンズ✈ポカラ　❸＝キムチェ･･･ガンドルン
（約 3h）　❹ ･･･タダパニ（約 ５h）　❺ ･･･デオラリ ･･･ゴラパニ（約 ６h）　❻ ･･･
プーンヒル（3190m・コース中最高所／ダウラギリ＆アンナプルナ山群の大展望）
･･･ゴラパニ･･･ティルケドゥン
ガ（約 4h）　❼ ･･･ナヤプル＝ポ
カラ　❽✈カトマンズ　着後フ
リータイム　❾カトマンズ✈乗
継都市✈　❿✈新千歳

ポーター同行

催６名  朝６  昼６  夕６

TC 同行　催５名  朝７  昼６  夕７

TC 同行　催３名（最大5名）   朝７  昼０  夕３

催６名  朝６  昼４  夕６

TC 同行　催４名  朝６  昼０  夕０

TC 同行　催６名  朝７  昼７  夕７
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★★ ロングトレイル

モニター
ツアー
モニター
ツアー

地の果て ランズエンドのフットパス
コーンウォール・ウォーク 70km

▲聖マイケルズウェイの風景

初回のみ限定のお買得モニターツアー。英
国イングランド南西部ケルト海に突き出たコーンウォー
ル半島のフットパスです。荒涼とした海岸線と丘陵地帯、
連綿とつづられた歴史の残像を見ながらの 70㎞です。
荷物は毎日搬送するので日帰り装備で歩けます。

荷物搬送あり

出 発 日　2016年 ６月24日（金）
旅行代金　489,000円  

★★ ハイキング

岩峰と花々の競演・南チロルへ
ドロミテ・フラワーハイキング

▲ドロミテで最も有名な３岩塔ドライチンネン
（トレチメ・デ・ラバレド）のハイキング

ガルディナ谷＆コルチ
ナ・ダンペッツオに各３連泊、カナツェ
イ・ぺコルに２連泊のゆったりプラ
ン。ドロミテ特有の岩峰群と花々を
眺めながら魅力あるコースをハイキ
ング。１日の歩程は４～５時間程度、
中日には休養日もあります。コースは
歩きやすく、ゴンドラやリフトも利用
するので快適に歩けます。

出 発 日　2016年 ３月３日（木）
旅行代金　390,000円  

★★ ロングトレイル

モニター
ツアー
モニター
ツアー

世界遺産サンチアゴ巡礼道  最終ステージ
カミノ フランセス 113km

▲巡礼道の最終目的地、サンチア
ゴ・デ・コンポステーラの大聖堂

初回のみ限定のお買得モニターツアー。
荷物は毎日搬送するので日帰り装備で歩けます。巡礼
証明書発行の条件「サンチアゴまでの最後の 100km
を完遂すること」を満たします。混雑の少ない静かな季
節の設定です。

荷物搬送あり

❶新千歳✈乗継都市✈欧州都市　❷＝トゥルーズ＝ガヴァルニー　❸ガヴァル
ニー大圏谷ハイキング　❹ビニュマール展望ハイキング＝ルルド　❺ピック・
デュ・ミディ・ドッソ展望ハイキング　❻オ
ルデサ国立公園ハイキング　❼＝バルセロ
ナ／着後フリータイム　❽✈欧州都市　❾
✈乗継都市✈新千歳

出 発 日　2016年 ６月14日（火）
旅行代金　479,000円  

★★ ハイキング

アルプスを凌ぐほどの花・花・花
ピレネー・ハイキング

▲尖峰のピック・デュ・ミディ・ドッソ

ピレネーの山麓を多彩な高山植物
が彩るベストシーズン。毎日ホテル泊でガヴァル
ニーとオルデサにそれぞれ２連泊のゆったり行
程です。カトリックの聖地ルルドにも 1泊、人気都
市バルセロナでフリータイムも。

出 発 日　2016年 ５月12日（木）
旅行代金　439,000円  

▲荒涼とした風景も魅力

スコットランドの雰囲気を思
う存分味わう究極のフットパスです。総距離
154km のうち、もっともハイランドらしい
後半部分 80km を 5 日間で歩きます。荷物
は毎日搬送しますので、日帰り装備で OK。

先取り
　　Ａ
先取り
　　Ａ

★★ ロングトレイル荷物搬送あり

O I N TP

O I N TP

O I N TP

O I N TP

O I N TP

先取り
　　Ａ
先取り
　　Ａ

先取り
　　Ａ
先取り
　　Ａ

☎011-261-2039世界の名峰登頂・トレッキング・ハイキング
2016 年２月～６月出発

各ツアーの詳細を別途ご用意して
います。お気軽にご請求下さい。

世 界 遺 産

出 発 日　2016年 ６月１日（水）
旅行代金　380,000円  世 界 遺 産

❶新千歳✈乗継都市 ❷✈ザグレブ／着後観光＝プリトヴィツェ　❸新緑の世界
遺産プリトヴィツェ湖群国立公園ハイキング（約 7h）　❹＝シベニク（世界遺産
聖ヤコブ大聖堂）＝世界遺産トロギール＝スプリット　❺世界遺産スプリット

（ディオクレティアヌス宮殿ほか）＝ドブロヴニク　❻世界遺産ドブロヴニク（旧
市街、城壁、大聖堂など）＝スルジ山ハイキング（約 3h）　❼ドブロヴニク✈乗継
都市　❽✈成田✈新千歳

出 発 日　2016年 ６月２日（木）
旅行代金　479,000円  

★★ ハイキング

▲新緑と清流・滝が織り成す絶景に感動するプリト
ヴィツェ湖群国立公園

古代遺跡や中世
の街並み等の歴史的建造物を
多く有し、ディナルアルプスや
アドリア海などの自然景観も
豊かなクロアチア。全７つの世
界遺産の中から当ツアーでは
５ケ所を周遊。まだあまり日本
人には知られていない神秘と
魅力にあふれた東欧の美国を、
軽ハイキングと観光を交えて
めぐります。

O I N TP

先取り
　　Ａ
先取り
　　Ａ

世 界 遺 産

❶新千歳✈成田✈乗継都市✈リマ　❷＝クスコ＝オリャンタイタンボ　❸マラ
ス遺跡、モライ遺跡へのショートハイキング　❹インカトレイル１日目／オリャ
ンタイタンボ…ワイヤバンバ（8km/６h）　❺２日目／…パカイマユ（12km/７h）　❻
３日目／…ウィニャイワイナ（1６km/8h）　❼４日目／…太陽の門･･･マチュピチュ
（8km/3h）　❽マチュピチュ見学とマチュピチュ山登山＝クスコ　❾世界遺産クス
コ観光　❿クスコ＝リマ／着後観光✈　⓫乗継都市✈　⓬成田✈新千歳

出 発 日　2016年 ６月4日（土）
旅行代金　675,000円  

インカ帝国が築いた歴史道を行く
インカトレイル・マチュピチュへの道

▲マチュピチュ遺跡とマチュピチュ山

【ご注意】インカトレイルは入山者制限があ
るため、2015 年 12 月２日（水）をお申し込
み締切とさせていただきます。申込時にパス
ポートコピーと申込金 100,000 円が必要
となります。入山許可取得後は登山者の変更
不可で、予約完了後の払い戻しもできません
ので予めご了承下さい。

O I N TP

ポーター同行 ★★★ トレッキング

先取り
　　Ａ
先取り
　　Ａ

スコットランド
９日間

クロアチア
８日間

魅惑の東欧“アドリア海の秘宝”をめぐる
クロアチア・ハイキング紀行

フランス・スペイン
９日間

ペルー
12日間

スペイン
10日間

イギリス
10日間

イタリア
11日間

スコットランドのロングトレイル
ウェストハイランドウェイ 80km

❶新千歳✈乗継都市  ❷✈欧州都市＝サン・クリスチーナ  ❸パッソ・ガルディナ
･･･コルバラ  ❹パッソ・セラ ･･･ サッソルンゴ展望ハイキング  ❺オルティセイ
＋＋セチェーダ ･･･コルレイザー･･･サン・クリスチーナ＝カナツェイ・ペコル  ❻＋＋
ベルヴェデーレ･･･マルモラーダ（ドロミテ最高峰）展望ハイキング  ❼観光と休養
日／パッソ・ポルドイ＝コルチナ・ダンペッツオ  ❽ドライチンネン一周ハイキング  
❾＋＋ファローリア ･･･リオ・ジェレ
＋＋ソンフォルカ　❿＝欧州都市✈
乗継都市　⓫✈新千歳

❶新千歳✈乗継都市　❷✈グラスゴー＝クリアンラリッヒ　❸ ･･･ブリッジオブ
オーキー（歩程22km/７h）　❹･･･キングスハウス（21km/７h）  ❺･･･キンロックリー
ヴン（12km/５h）  ❻ ･･･フォートウィリア
ム（2５km/9h）  ❼＝グラスゴー　❽✈乗
継都市　❾✈新千歳

❶新千歳✈乗継都市　❷✈サリア　❸ ･･･ 巡礼の
道スタート！･･･ポルトマリン（歩程 22km/７h）  ❹･･･
パラスデレイ（24km/７h）　❺ ･･･アルズア（28km/8h）  
❻ ･･･ルーア（19km/５h）　❼ ･･･サンチアゴ・デ・コン
ポステーラ（20km/５h）　❽サンチアゴ・デ・コンポス
テーラ滞在　❾✈乗継都市　❿✈新千歳 

幻の空中都市マチュピチュ
を３泊４日のテント泊トレッキングで訪れ
ます。途中にはインカ時代の遺跡が点在
し、同行の日本語ガイドが歴史や見どころ
を分かりやすく解説します。

❶新千歳✈乗継都市  ❷✈ロンドン＝パドストウ  ❸…パドストウ円形トレイル
（歩程 10km/3h）  ❹…コンスタンチンベイ（19km/６h）  ❺…聖マイケルズウェイ…
マラジオン（1６km/５h）  ❻…マラジオン円形トレ
イル & ブリドルウェイズ（1６km/５h）  ❼…マウス
ホ－ル（10km/4h）　❽＝ランズエンド  ❾＝ロン
ドン✈乗継都市　❿✈新千歳

世 界 遺 産

TC 同行　催８名  朝９  昼９  夕８

TC 同行　催６名  朝８  昼０  夕８

TC 同行　催４名  朝７  昼０  夕０

TC 同行　催４名  朝７  昼０  夕０

TC 同行　催６名  朝６  昼４  夕６

TC 同行　催４名  朝６  昼０  夕０ TC 同行　催８名  朝７  昼５  夕７

現地ハイキングガイド付き
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❶新千歳✈北京✈成都　❷✈林芝＝“氷の湖 ”措木及日　❸＝セチラ峠（4,５1５m）＝
波蜜　❹＝米堆氷河、松宗鎮、葛朗湖＝波蜜　❺＝古郷湖＝世界柏樹王国林＝林芝
❻＝巴松錯湖＝米拉山峠（4880m）＝世界遺産ラサ（3６５0m）　❼ラサ観光（ポタラ宮な
ど）　❽＝ヤムドゥク湖（4400m）＝カ・ローラ峠（５04５m）＝ギャンツェ（4040m）　❾＝夏
魯寺＝シガツェ（383６ｍ）　10＝ロンボク（4900m）＝チョモランマ BC（５200m／夕日
に輝くチョモランマの展望）　11＝ペイグツォ湖＝ダム　12･･･徒歩でネパールへ国
境越え ･･･コダリ（ネパール）＝世界遺産パ
クタプール＝カトマンズ（世界遺産パシュ
パティナート、ボダナートを見学）　13午前
中、フリータイム＝ナガルコット　14日の出
観賞＝カトマンズ✈成都✈北京／着後ホテ
ルへ　15北京✈新千歳

出 発 日　2016年 ５月11日（水）
旅行代金　678,000円  

東チベット～ネパール、山岳絶景を仰ぐ秘境探訪
ヒマラヤ山脈展望の旅

▲チョモランマ BC から望むチョモラン
マ（エベレスト 8,844m）

出 発 日　2016年 ３月10日（木）
旅行代金　318,000円  

ラオス
８日間

世界遺産ルアンパバーン、風光明媚なバンビエン
ラオスの魅力体感の旅

▲エレファント・ライド体験（イメージ）

経済成長著しい首都ビエンチャ
ンの観光、“ラオスの桂林”バンビエンでは岩
山と川が織り成す美しい景観を探勝。注目の
世界遺産ルアンパバーンでは、滝めぐりやエ
レファント・ライドなど多彩なアクティビティ
を満喫します。各地２連泊のゆったりプラン。
ハイキングは手軽なのでどなたでもご参加い
ただけます。

O I N TP

❶新千歳✈乗継都市✈レイキャビク＝ケフラヴィーク　❷世界遺産シンクヴェトリ
ル国立公園のゴールデンサークルツアー（黄金の滝グドルフォス、間欠泉ゲイシー
ル、プレートの裂け目ギャウなど）＝セリャランスフォス＝クロイストゥル　❸＝
ヴァトナヨークトル国立公園（スヴァルティフォス、氷河湖など）　❹＝デティフォ
ス＝ミーヴァトン　❺＝ティムボルギル＝ゴーザフォス＝アークレイリ　❻＝スナ
イフェルスネス半島＝レイクホルト　❼＝温泉湯元ディルダルトゥン＝フロイン
フォッサル滝＝レイキャビク　❽レイキャビク観光＝ハプニルの海嶺＝温泉湖ブ
ルーラグーン入浴　❾レイキャビ
ク✈乗継都市✈　❿✈新千歳

出 発 日　2016年 ４月６日（水）
旅行代金　548,000円  

アイスランド
10日間

地球の鼓動を間近に感じる大自然の宝庫
アイスランド大周遊とオーロラ観測

溶岩台地、大瀑布（フォ
スは滝の意味）、火山、間欠泉、氷河な
ど驚異の自然景観が点在するアイス
ランドをぐるりと周遊。オーロラベル
ト直下に位置しているので、毎晩観測
のチャンスがあります。世界最大の温
泉湖での入浴も感動の体験です。

アイスランドMAP

O I N TP

先取り
　　Ａ
先取り
　　Ａ

先取り
　　Ａ
先取り
　　Ａ

先取り
　　Ａ
先取り
　　Ａ

出 発 日　2016年 ４月10日（日）
旅行代金　225,000円  

ホタルの季節に写真家・大橋英児氏と行く
バリ島 ゆったり撮影紀行

▲ウブド王宮で演じられるバリの伝統
舞踊（イメージ）

ガムラン音楽、バリ舞踊など芸術
の村として知られるウブドの快適な宿泊施設
をベースにゆったり滞在。あらゆるシーンの撮
影技術に精通したプロ写真家・大橋英児氏をツ
アーリーダーに、インドネシアの知られざる撮
影穴場スポットをめぐります。ウブド周辺はホタ
ルの季節、神秘的なバリ島の夜をいっそう盛り
立ててくれるでしょう。

出 発 日　2016年 １月25日（月）
旅行代金　218,000円  

スリランカ
８日間

光輝く島の７つの世界遺産をめぐる
スリランカ周遊ハイライト

▲天空に浮かぶかのような要塞宮殿遺跡
シギリヤ・ロック

近年人気が高まっている巨岩
上の宮殿遺跡シギリヤ・ロックを始め、ダン
ブッラ、アヌラーダプラ、ポロンナルワ、キャ
ンディ、ホートンプレインズ国立公園、ゴー
ルの７大世界遺産を大周遊。セイロン茶や
スパイスの産地、固有植物が見られる植物
園なども訪問し、スリランカの歴史、自然、文
化にたっぷり触れる８日間です。

O I N TP

O I N TP

❶新千歳✈北京　❷北京✈蘭州／着後、白塔山公園など観光　❸ 〈遊覧船〉
柄霊寺石窟 蘭州　❹＝武威／着後観光（雷台、文廟など）＝張掖　❺＝大仏寺

（「東方見聞録」に記された古刹）＝七彩山（丹霞地形の景勝地）＝酒泉公園＝嘉峪
関（万里の長城の西端）　❻嘉峪関と魏普壁画墓の観光＝楡林窟（唐代壁画の逸
品が数多く残る大石窟）＝敦煌　❼終日、世界遺産敦煌観光（莫高窟、西千仏洞、陽
関、鳴沙山、月牙泉など）　❽敦煌✈北京
／着後、景山公園を観光してホテルへ
❾北京✈新千歳

出 発 日　2016年 ４月２日（土）
旅行代金　328,000円  

祁連山脈のオアシス都市をめぐり敦煌へ
遥かなシルクロード  河西回廊を行く

▲万里の長城の西の終わり・嘉峪関

甘粛省の黄河から西へ。祁連
（きれん）山脈に挟まれた全長約 1千㎞に及
ぶ細長い回廊状の地“河西回廊”。漢の武
帝は４つのオアシスに直轄郡を置きシルク
ロードを開通しました。東方見聞録に記さ
れた張掖、万里の長城の西端・嘉峪関、シル
クロードのハイライト莫高窟など、民族の
興亡に思いを馳せながらめぐります。

O I N TP

先取り
　　Ａ
先取り
　　Ａ

先取り
　　Ａ
先取り
　　Ａ

先取り
　　Ａ
先取り
　　Ａ

世 界 遺 産

中　国
９日間

６～９名までは現地日本語ガイドが
ご案内。10 名以上は全行程同行

TC  

インドネシア ７日間

 添乗員は同行しませんが、写真家の大橋英児氏
 が同行し、現地係員がお世話します

TC 

チベット・ネパール 15日間

 添乗員は同行しませんが、写真家の大橋英児氏
 が同行し、現地係員がお世話します

TC 
◆ 秘境観光（高所）

世界の大自然と秘境探訪
2016 年

１月～６月
出 発

あまり歩かない、のんびり観光中心の旅

☎011-261-2039

各ツアーの詳細を別途ご用意して
います。お気軽にご請求下さい。

◆ 秘境観光◆ 秘境観光

◆ 秘境観光

◆ 撮影・観光

６～９名までは現地日本語ガイドが
ご案内。10 名以上は全行程同行

TC 

❶新千歳✈乗継都市✈デンパサル ❷＝ウ
ブド　❸～❻エキゾチックな風景やヒン
ドゥー寺院、ホタルの群炎を求めての撮影
や、のんびりとお寛ぎいただく毎日 ❼デン
パサル✈乗継都市✈新千歳

【大橋英児氏プロフィール】 1955 年稚内生まれ。1984 年からネパール、チベット、シルクロード
の撮影を行い、写真集発刊と写真展を開催。ノマドフォトサークル主宰・講師。
●主な写真展／ 2007 年冨士フォトサロン札幌、富士フォトサロン東京、2011 年 I.P.C 東京広尾、
　2013 年新宿コニカミノルタプラザ、2014 年新宿ニコンサロン

◆ 秘境観光

❶新千歳✈ソウル　❷✈コロンボ＝世界遺産アヌラーダプラ／朝食後、観光＝
ミヒンタレー遺跡群＝シギリヤ　❸世界遺産シギリヤ・ロック＝世界遺産ポロン
ナルワ＝シギリヤ　❹＝世界遺産ダンブッラ石窟寺院＝世界遺産キャンディ／
着後観光（仏歯寺など）　❺＝ペラデニア植物園＝ヌワラエリヤ　❻＝世界遺産
ホートンプレインズ国立公園（ワールドエンズの崖、ベイカーズの滝などをめぐる
軽ハイキング／約 3h）＝ゴール　❼世界
遺産ゴール観光（時計台、ムーン要塞な
ど）✈　❽✈ソウル✈新千歳

❶新千歳✈ソウル✈ビエンチャン　❷ビエンチャン観光（タートルアン、ワット
ホーパケオなど）＝メコン川の夕日観賞　❸＝バンビエン ･･･田園ウォーキング

（約 1h）　❹ナムソン川遊覧とタム・チャン洞窟ハイキング　❺タムクンラーン洞
窟ハイキング＝世界遺産ルアンパバーン　❻早朝／托鉢と朝市見学（オプション）
／終日、多彩なアクティビティを体験（メコン川クルーズ、モン族の村散策、象乗り、
ナイトマーケットなど）　❼ルアンパバーン観光（ワットシェントーン、国立博物館
など）＝クアンシー滝ハイキング（約 1h）✈
ビエンチャン✈　❽✈ソウル✈新千歳

催６名  朝６  昼６  夕５

催４名  朝７  昼７  夕８ 催８名  朝14  昼12  夕12

TC 同行　催８名  朝６  昼６  夕６

TC 同行　催10名  朝８  昼０  夕７

催６名  朝７  昼７  夕８

【ノマドの高山病対策】　当ツアーは最高所宿泊
地のロンボク（4,900m）を始め、標高３千 m 以上
での滞在と、標高５千 m 以上の峠をいくつも越
えます。そのため十分な高山病対策が必要です。
当ツアーご参加の方は、ご出発前に弊社の低酸
素ルームを３回無料でご利用いただけます。



6

本格的登山から手軽な山歩き、フラワーハイキングや歴史道トレッキングまで

日本の山旅・歩き旅日本の山旅・歩き旅 ☎011-261-2039

各ツアーの詳細を別途ご用意して
います。お気軽にご請求下さい。

現地ガイド付き

❶新千歳✈羽田＝都内　❷＝竹芝桟橋発 10:00 〈おがさわら丸／船中泊〉
❸ 父島着 11:30／昼食後、鯨ウォッチングと南島上陸。夜はナイトツアーへ
❹千尋岩ハイキング（約 ６h）＝中央山または三日月山展望台　❺ 母島着 9:40
／着後、自由散策（乳房山登山、南崎ハイキング
などお好みのプランをお楽しみ下さい）　❻母
島発 10:30～父島着 12:40／父島発 14:00

〈おがさわら丸／船中泊〉 　❼ 竹芝桟橋着
1５:30＝羽田✈新千歳
※船の発着時間は変更となる場合があります

出 発 日　2016年 ３月25日（金）
旅行代金　220,000円  

固有種の宝庫・世界自然遺産の遥かなる離島へ
小笠原諸島 大自然探訪

▶断崖越しに海原を見渡す千尋岩ハイキング

東　京
７日間

❶新千歳✈成田✈大分＝豊後高田ま
たは国東　❷＝梅園の里 ･･･ 護聖寺
･･･諸田山神社･･･両子山（７21m）･･･両
子寺（約12㎞ /７h）＝真玉温泉　❸＝
並石ダム･･･ 長安寺 ･･･ 天念寺・山中
不動 ･･･ 無動寺 ･･･ 椿光寺･･・真玉温
泉（約12㎞ /７h）＝別府温泉　❹別府
温泉観光（地獄めぐりなど）＝大分✈

羽田✈新千歳 

出 発 日　2016年 ４月４日（月）
旅行代金　170,000円  

★★ ロングトレイル

桜の季節に神仏習合発祥地の歴史道を歩く
国東半島 峯道ロングトレイル PART2

▶六郷満山の総本山・両子寺

大　分
４日間

★ ハイキング

石見銀山ガイド付き出 発 日　2016年 ４月20日（水）
旅行代金　158,000円  

神話ゆかりの二百名山と世界遺産の銀の道
三瓶山登山と石見銀山ウォーク

▲複数の頂を踏みながら一周する三瓶山

島　根
４日間

❶新千歳✈福岡＝博多港 〈フェ
リー／船中泊〉   ❷ 対馬／島
内観光（韓国展望所、烏帽子岳展望
所、万松院など）＝厳原　❸＝登山
口 ･･･ 白嶽（５19m／九州百名山）･･･
往路下山（歩程約 3h）＝城山ハイキ
ング （約 1h）　❹＝龍良山（たてらや
ま）ハイキング（約 2h）＝豆酘崎（つ
つざき）＝厳原 〈高速船〉 博多＝
福岡✈新千歳 

出 発 日　2016年 ４月24日（日）
旅行代金　158,000円  

大陸系と日本系が植物が混在する日韓国境の島
対馬の霊峰・白嶽登山と自然探訪

▲白い岩峰がそそりたつ白嶽

長　崎
４日間

★ 登 山 現地登山ガイド付き

山岳ガイド同行

❶札幌＝苫小牧港 〈フェリー／船中泊〉
❷ 秋田港＝祓川 ･･･ 鳥海山（223６m／日本
百名山／登行約 2h）･･･ 祓川＝猿倉温泉・鳥海
荘　❸＝湯ノ台 ･･･ 湯ノ台コース（登行約 4h）
･･･ 鳥海山 ･･･ 湯ノ台＝秋田港 〈フェリー／
船中泊〉 　❹ 苫小牧港＝札幌

出 発 日　2016年 ４月28日（木）
旅行代金　118,000円  

みちのくの名峰・東北一の大斜面を滑る
鳥海山(2,236m)で春スキー

秋田・山形
４日間

❶新千歳✈羽田＝松本＝上高地 ･･･ 徳
澤ロッヂ（歩程約 2h） ❷ ･･･ 横尾 ･･･ 槍
沢 ･･･ 槍ヶ岳山荘（約 8h）　❸ ･･･ 槍ヶ
岳（3180m／日本百名山）･･･ 往路下山
･･･ 横尾山荘 （約 ６h）　❹ ･･･ 上高地（約
3h）＝松本＝羽田✈新千歳 

出 発 日　2016年 ５月19日（木）
旅行代金　148,000円  

新緑まぶしい上高地から岩と雪の名峰へ
残雪の槍ヶ岳(3,180m)登頂

★★★ BC スキー

▲適度な斜度の大斜面が続く鳥海山

広大な斜面と豊富な積雪量で知ら
れる東北随一の春スキーエリア鳥海山。その北
東面と南面の長大なコースを２日間たっぷり滑
ります。

O I N TP

北アルプス
４日間

山岳ガイド同行

▲ひときわ神々しい残雪期の槍ヶ岳

安全確保のため、ガイド１人に
対して少人数制となる３名様より催行。アイ
ゼンをきかせながら快適に登り、残雪模様の
美しい北アルプスの稜線、そして山頂へ。

O I N TP

❶新千歳✈羽田✈鹿児島✈屋久島＝淀
川登山口 ･･･ 淀川小屋（歩程約 1h）　
❷ ･･･ 花之江河 ･･･ 宮之浦岳（193５m／
日本百名山）･･･ 永田岳（188６m／屋久
島第２の高峰）･･･ 新高塚小屋（約 10h）
❸ ･･･ 縄文杉（屋久島最大の杉）･･･ウィ
ルソン株 ･･･トロッコ軌道 ･･･ 楠川別れ
･･･ 白谷雲水峡（約 8h）＝永田浜　❹島
内観光（大川の滝、千尋の滝など）＝屋久
島✈鹿児島✈羽田✈新千歳

出 発 日　2016年 ５月24日（火）
旅行代金　188,000円  

宮之浦岳～永田岳～縄文杉～白谷雲水峡
シャクナゲに彩られた 屋久島縦走

▲固有種ヤクシマシャクナゲの開花期

鹿児島
４日間

❶新千歳✈新潟＝新潟港 〈高速船〉
佐渡・両津港＝石名天然杉･･･金剛山（歩
程約 3h）　❷＝ドンデン高原 ･･･ マトネ
･･･ 金北山（11７2m／佐渡最高峰）･･･ 白
雲台（歩程約 ７h）＝両津　❸＝二ツ亀＝
トビシマカンゾウ見頃の大野亀ハイキ
ング（約 2h）＝尖閣湾（自由散策）＝佐渡
金山（車窓）＝両津　❹＝トキの森公園
＝両津港 〈フェリー〉 新潟港＝新潟
✈新千歳

出 発 日　2016年 ５月25日（水）
旅行代金　145,000円  

金北山登山とトビシマカンゾウ咲く大野亀ハイキング
花・花・花の登山道 大佐渡山脈縦走

▲大佐渡山脈の縦走路をオオイワカガミや
カタクリが彩るシーズン

新　潟
４日間

山岳ガイド同行 ★★★ 縦走登山

2016 年
３月～６月

出 発

男三瓶山を主峰に火口を囲んで 6 つ
の峰が連なる三瓶山。豊かな天然林や春の花々、
雄大な展望を楽しみながら一周します。石見銀山
は現地案内人同行。往時の息吹を感じながら坑道
や街道を散策します。

O I N TP

★ 登 山

★★★ 縦走登山

★★★ 残雪登山

TC 同行　催６名  朝３  昼０  夕３TC 同行　催４名  朝３  昼０  夕３

TC 同行　催３名  朝３  昼０  夕３TC 同行　催４名  朝２  昼０  夕２

TC 同行　催６名  朝２  昼１  夕２TC 同行　催６名  朝３  昼０  夕３

TC 同行　催６名  朝３  昼０  夕３TC 同行　催６名  朝３  昼２  夕２

❶新千歳✈米子または鳥取＝出雲大社（参拝）＝松江（自由散策）＝玉造温泉
❷＝世界遺産石見銀山（龍源寺間歩、五百羅漢
像など散策／約 3h）＝三瓶温泉　❸ ･･･ 孫三
瓶山 ･･･ 子三瓶山 ･･･ 男三瓶山（112６m）･･･ 女
三瓶山 （9５７m） ･･･ 東の原登山口（歩程約 ６h）＝
三瓶温泉　❹＝米子または鳥取✈新千歳
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❶新千歳✈乗継都市✈ハンクーバー✈エドモントン＝ジャスパー　❷エンジェル
氷河とキャベルメドウズ・ハイキング　❸ Mt. ロブソン州立公園へ。キニーレイ
ク・ハイキング　❹＝コロンビア大氷原＝ボウ湖＝ペイト湖＝レイクルイーズ  
❺ビーハイブピーク・ハイキング  ❻ラーチバレー・ハイキング  ❼ヒーリーメド
ウ・ハイキング（黄色いカタクリの群落）  ❽＝カルガリー✈  ❾成田✈新千歳

❶新千歳✈乗継都市 ❷✈ミュンヘン＝ガルミッシュパルテンキルヒェン　❸ ･･･
ミッテンヴァルド　❹ ･･･ロイタッシュ谷　❺ロイタッシュ谷滞在 & 周辺のハイ
キング　❻ ･･･ ガイスタル谷 ･･･ エールヴァルト　❼ ･･･ ツークシュピッツェ山麓
･･･アイブゼー＝ガルミッシュパルテンキルヒェン　❽ガルミッシュパルテンキル
ヒェン滞在　❾＝フランクフルトまたはミュンヘン✈乗継都市　❿✈新千歳

❶新千歳✈乗継都市　❷✈チューリッヒまたはジュネーブ＝エンガーディン（ポ
ントレジーナまたはサンモリッツ）　❸ムラーユ谷ハイキング　❹ロゼック谷ハ
イキング　❺ベルニナ鉄道沿線ハイキング（ラーゴビアンコ湖～アルプグリュム）
❻＝ヴィスプ＝サースフェー　❼ミシャベル山群展望ハイキング　❽フラワート
レイルハイキング（クロイツボーデン～サースアルマゲル）　❾＝チューリッヒま
たはジュネーブ✈乗継都市　❿✈新千歳

❶新千歳✈乗継都市 ❷✈チューリッヒまたはジュネーブ＝シャモニ　❸＝シャモニ近郊で
軽ハイキング　❹＝ノートルダム・デ・ラ・ゴルジュ･･･ボンノム小屋　❺ ･･･セイニュのコ
ル ･･･エリザベッタ小屋　❻ ･･･シュクルイのコル＋＋クールマイユール（ホテル泊・着替え
可）　❼クールマイユール滞在／休養日　❽＝アヌーバ ･･･ フェレのコル ･･･ ラ・フーリ
❾＝シャンペダンパ ･･･フォルクラ峠　❿･･･ル・プゥテイ･･･バルムのコル＋＋ル・トゥール
＝シャモニ　⓫＝ジュネーブまたはチューリッヒ✈　⓬✈乗継都市✈新千歳

出 発 日　2016年 ７月１日（金）
旅行代金　499,000円  

出 発 日　2016年 ７月８日（金）
旅行代金　499,000円  

出 発 日　2016年 ７月26日（火）
旅行代金　499,000円  

出 発 日　2016年 8月20日（土）
旅行代金　489,000円  

★★ ハイキング

★★ ハイキング

カナダ
９日間

スイス
10日間

ジャスパー・レイクルイーズ・バンフ滞在
カナディアンロッキーハイキング

バイエルンとロイタッシュ谷をめぐる
南ドイツとチロル・ハイキング

エンガーディン（ベルニナ）とサース谷を歩く
もうひとつのスイスアルプス・ハイキング

モンブラン山群一周トレッキング
ツール・デュ・モンブラン

先取り
　　Ｂ
先取り
　　Ｂ

先取り
　　Ｂ
先取り
　　Ｂ

先取り
　　Ｂ
先取り
　　Ｂ

先取り
　　Ｂ
先取り
　　Ｂ

❶新千歳✈乗継都市✈プラハ　❷＝ボヘミア・スイス国立公園ハイキング　
❸＝トシュボニュ湖沼散策＝チェスケブディヨヴィツェ観光＝トシェボニュ
❹＝シュマヴァ国立公園ハイキング＝世界遺産チェスキークルムロフ観光　
❺＝世界遺産プラハ歴史地区観光　❻＝スニェシュカ山ハイキング（チェコ
最高峰 1６02m/約 2h）　❼プラハ✈乗継都市✈　❽✈新千歳

❶新千歳✈乗継都市✈チューリッヒ ❷＝グリンデルワルト　❸ ユングフラウヨッ
ホ アイガートレイル　❹ノースフェーストレイル　❺バッハアルプゼー＝ツェル
マット　❻ ゴルナーグラート ･･･ リッフェルゼー ･･･ ツェルマット　❼＋＋クライ
ンマッターホルン＋＋シュワルツゼー ･･･ ツムット村 ･･･ ツェルマット　❽＋＋スネガ
･･･ ツェルマット シャモニ　❾＋＋エギーユ・デュ・ミディ＋＋プランドレギーユ ･･･
モンタンベール　❿＝ジュネーブ＝チューリッヒ✈　⓫✈乗継都市✈新千歳

❶新千歳✈乗継都市✈機中泊またはジュネーブ ❷＝シャモニ　❸＝ル・ツール
･･･ バルムのコル＝ル・シャーブル ･･･ モンフォー小屋　❹ ･･･ プラフルーリ小屋
❺ ･･･ ディス湖 ･･･ ディス小屋　❻ ･･･ シェイロン氷河 ･･･ アローラ　❼＝ル・コ
テール ･･･ モワリー湖 ･･･ ツィナール　❽ ･･･ ホテル・ワイスホルン ･･･ グリュー
ベン　❾ ･･･ アウグスボート峠 ･･･ セント・ニクラウス＝ツェルマット　❿ツェル
マットで終日フリータイム　⓫＝チューリッヒ✈　⓬✈乗継都市✈新千歳

❶新千歳✈成田✈乗継都市✈ジュネーブ＝シャモニ　❷シャモニ近郊ハイキングと
観光　❸＋＋エギューユ・デュ・ミディ･･･ 雪上歩行トレーニング　❹＝レズーシュ＝
ニ・テーグル ･･･ グーテ小屋　❺ ･･･ バロ小屋 ･･･ モンブラン山頂 ･･･ テートルース
❻ ･･･ ニ・テーグル＝シャモニ／着後フリータイム　❼シャモニにて終日フリータイ
ム　※オプションでハイキングなどにご案内　❽＝ジュネーブ✈乗継都市
❾✈成田✈新千歳

出 発 日　2016年 ７月５日（火）
旅行代金　488,000円  

出 発 日　2016年 ７月23日（土）
旅行代金　499,000円  

出 発 日　2016年 ７月29日（金）
旅行代金　565,000円  

出 発 日　2016年 ７月29日（金）
旅行代金　728,000円  

★ ハイキング

★★ ハイキング

チェコ
８日間

風光明媚な自然と歴史遺産の宝庫
悠久のチェコ  ボヘミア・ハイキング

アイガー・マッターホルン・モンブラン展望
アルプス三大名峰ハイキング

シャモニ～ツェルマット  アルプスの高き道を歩く
オートルート・トレッキング

ヨーロッパアルプス最高峰の頂へ!
モンブラン (4,810m)登頂

先取り
　　Ｂ
先取り
　　Ｂ

先取り
　　Ｂ
先取り
　　Ｂ

先取り
　　Ｂ
先取り
　　Ｂ

スイス・フランス
11日間

スイス・フランス
12日間

フランス・スイス
９日間

★★★ トレッキング

★★★★★ 高所登山

●参加者審査あり　●お申し込み締め切り／ 3 月 31 日（木）まで

フランス・イタリア・
スイス  12日間

★★★ トレッキング

▲フェレのコルを越えてイタリアからスイスへ
（ツール・デュ・モンブラン）

▲名峰群に囲まれたシェイロン氷河を渡って
(オートルート・トレッキング)

☎011-261-2039

７～８ページ掲載の　　  マークの付いたツアーは早期申込割引対象です。
2016年３月末日までにお申し込みの方は旅行代金を15,000円割引！ 
ぜひ、お早目にお申し込み下さい。
※旅行申込書のご提出と申込金のお支払いを条件とし、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。

2016年 7～10月出発ツアー

予告版予告版
７～８ページ掲載の　　  マークの付いたツアーは７～８ページ掲載の　　  マークの付いたツアーは７～８ページ掲載の　　  マークの付いたツアーは先取り

　　Ｂ
先取り
　　Ｂ

逆さマッターホルンを映すリッフェルゼー(アルプス三大名峰ハイキング)

ドイツ・オーストリア
10日間

 荷物搬送あり（一部）

国際山岳ガイド同行

❶新千歳✈乗継都市　❷✈グラスゴーまたはエジンバラ＝フォートウィリアム
❸ ･･･ ゲイロッキー（歩程 19km/６h）　❹ ･･･ ラッガン（24km/9h）　❺ ･･･ フォート
オーガスタス（13km/4h）　❻ ･･･ インヴァーモリストン（1６km/５h）　❼ ･･･ ドラムナ
ドロケット（22km/７h）　❽＝ロッホレイド ･･･ ドラムナドロケット（1５km/５h）　❾＝
ロッホレイド ･･･ インヴァネス（18km/７h）　❿＝エジンバラ　⓫エジンバラまたは
グラスゴー✈乗継都市　⓬✈新千歳

出 発 日　2016年 ８月22日（月）
旅行代金　479,000円  

スコットランドのロングトレイル
グレートグレンウェイ ハイルート 127km

先取り
　　Ｂ
先取り
　　Ｂ

★★ロングトレイル荷物搬送あり

イギリス（スコットランド）１2日間

各ツアーの詳細を別途ご用意して
います。お気軽にご請求下さい。

★★ ハイキング

TC 同行　催８名  朝６  昼５  夕３

TC 同行　催８名  朝９  昼０  夕６

TC 同行　催２名  朝７  昼０  夕２

TC 同行　催６名  朝９  昼０  夕７ TC 同行　催４名  朝８  昼０  夕０

TC 同行　催６名  朝７  昼０  夕３

TC 同行　催６名  朝８  昼０  夕３TC 同行　催６名  朝７  昼０  夕３

TC 同行　催６名  朝７  昼０  夕３

現地ハイキングガイド付き 現地ハイキングガイド付き

 荷物搬送あり（一部）
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至大通 西5丁目西6丁目

ローソン 電車通

南1条

南2条

至狸小路
　すすきの

JRA
B館

ホテルサンルート
ニュー札幌

↑

↑

東急ハンズ

〒060-0062  札幌市中央区南２条西６丁目 一閤ビル２階 
TEL:011-261-2039　FAX:011-261-1998
営業時間：9:00～18:00（平日）／9:00～15:00（土曜） 日祝休

観光庁長官登録旅行業
第1668号株式会社ノマド

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

ご参加の皆様へ（旅行条件抜粋） お申し込みの際には、必ず旅行条件書をお受け取りください。旅行条件は、パンフレットの内容、条件によるほか、
別途お渡しするご旅行条件書、最終日程表並びに当社募集型企画旅行約款によります

■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。

■旅行のお申し込み及び契約成立時期
　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。）

■お申込金（お一人様）
●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
　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％

■旅行代金のお支払い
　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。

■旅行代金に含まれるもの
　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。

■旅行代金に含まれないもの
　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
　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（抜粋）基準日
　この旅行条件は、2015 年９月１日を基準としています。又、この旅行代金は、2015 年９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 2015 年９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。

■個人情報の取り扱いについて
　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 9:00 ～ 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。

❶新千歳✈成田✈乗継都市　❷✈アテネ✈ハニア／着後観光（ヴェネツィアン・ポートな
ど）　❸サマリア渓谷トレッキング（約 1６㎞ /約 ６h）　❹＝フェストスの遺跡＝ラシティ
高原＝ディクティオン洞窟＝イラクリオン　❺考古学博物館＝クノッソス宮殿　❻イラ
クリオン サントリーニ島＝フィラ／着後フリータイム　❼ ネア・カメニ ･･･ 火口一
周ハイキング ･･･ 温泉 フィラ＝イア（夕日観賞）　❽✈アテネ／着後観光（世界遺産ア
クロポリス、古代アゴラなど）　❾✈乗継都市　❿✈成田✈新千歳

出 発 日　2016年 ９月５日（月）
旅行代金　488,000円  

★★ ハイキング

ギリシャ
10日間

ギリシャ文明発祥の地と海底都市伝説の島を歩く
クレタ島とサントリーニ島ハイキング

TC 同行
（予価 ※ 2016 年３月確定）

★★ ロングトレイル

モニター
ツアー
モニター
ツアー

英国ウェールズ海岸のフットパス
ペンブルックシャートレイル 84km

荷物搬送あり

イギリス
10日間

❶新千歳✈乗継都市  ❷✈カーディフまたはロンドン＝デール　❸ ･･･ マーローズ
（歩程・19km/７h）　❹ ･･･ スコマーアイランド（７km/3h）　❺ ･･･リトルヘヴン（1５km/５h）
❻ ･･･ソルヴァ（18km/７h）　❼ ･･･ セントデイヴィス（10km/4h）  ❽ ･･･ ホワイトサンズ
ベイ ･･･ラムゼイ島（1５km/６h）　❾＝カーディフまたはロンドン✈乗継都市
❿✈新千歳　　　　　　　　　　　　　  ●初回のみ限定の格安モニターツアーです

出 発 日　2016年 ９月14日（水）
旅行代金　390,000円  

出 発 日　2016年 ９月18日（日）
旅行代金　468,000円  

★ ハイキング

カナダ
８日間

黄葉のカナディアンロッキーハイキングと
イエローナイフ  オーロラ観賞

先取り
　　Ｂ
先取り
　　Ｂ

※秋の連休設定

❶新千歳✈乗継都市✈イエローナイフ（夜はオーロラ観賞）　❷イエローナイフ滞在（午
後は市内観光、夜はオーロラ観賞）　❸イエローナイフ滞在（午後はキャメロン滝へ軽ハ
イキング、夜はオーロラ観賞） ❹✈カルガリー＝バンフ ❺ラーチバレー・ハイキング（カ
ラマツの黄葉が見ごろ／約５h） ❻＝コロンビア大氷原（雪上車に乗って観光）＝ボウ湖＝
ペイト湖＝バンフ　❼＝カルガリー✈乗継都市　❽✈新千歳

出 発 日　2016年 10月12日（水）
旅行代金　475,000円  

ドイツ
９日間

ドイツ観光の代表コースを歩く！
ロマンチック街道ウォーク 92km

先取り
　　Ｂ
先取り
　　Ｂ

❶新千歳✈乗継都市　❷✈フランクフルトまたはミュンヘン＝ローテンブルグ　
❸ ･･･ シリングスフュルスト（歩程 1６km/６h）　❹ ･･･ フォイヒトヴァンゲン（19km/
７h）　❺ ･･･ ディンケルスビュール（1６km/６h）　❻ ･･･ ヴィルブルクシュテッテン

（22km/8h） ❼ ･･･ ネルトリンゲン（19km/７h）　❽＝ミュンヘンまたはフランクフル
ト✈乗継都市　❾✈新千歳

★★ ロングトレイル荷物搬送あり ポーター同行
６～７名までは現地ガイドが
ご案内。８名以上は全行程同行

TC 
出 発 日　2016年 10月23日（日）
旅行代金　255,000円  

台　湾
７日間

台湾第５位の高峰・帝王の山の頂へ
南湖大山(3,742m)登頂

先取り
　　Ｂ
先取り
　　Ｂ

❶新千歳✈台北　❷＝武陵農場 ･･･ 武陵桃山滝ハイキング（約 3h）　❸＝勝光登山
口 ･･･ 雲稜山荘（約 8h）　❹ ･･･ 審馬陣山（3141m）･･･ 南湖北山（3５3６m）･･･ 南湖大
山北峰（3５92m）･･･ 南湖山荘（約 ７h）　 ❺ ･･･ 南湖大山主峰（3７42m）･･･ 南湖山荘
･･･ 往路下山 ･･･ 雲稜山荘（約 ６h）  ❻ ･･･ 往路下山 ･･･ 勝光登山口（約 ６h）＝礁渓
温泉　❼＝台北（午前中、市内観光）✈新千歳

★★★ 高所登山

▲紺碧の海と白い家並。独特の色彩を見せるサン
トリーニ島 (クレタ島とサントリーニ島ハイキング)

▲いくつもの3000m峰が連なる稜線をたどっ
て帝王の山の頂へ (南湖大山登頂)

2016年 7～10月出発ツアー 予 告 版予 告 版 ☎011-261-2039

各ツアーの詳細を別途ご用意して
います。お気軽にご請求下さい。

●お申し込み・お問い合わせ　　旅行企画・実施

TC 同行　催４名  朝７  昼０  夕０

TC 同行　催８名  朝６  昼２  夕０

TC 同行　催４名  朝６  昼０  夕０ 催６名 朝７ 昼０ 夕３

催６名 朝７ 昼０ 夕３

ホームページ Ｅメール




