ヒースの丘に続くトレイル

観光庁長官登録旅行業第 1668 号／社団法人全国旅行業協会正会員

◆ 英国と並ぶフットパス 先進国アイルランド最古の公式ロングトレイル総延長 85 ㎞を歩く！
◆ 緑豊 か な 高 原 地帯やなだらかな丘陵、美しいギネス湖 や歴史的遺産 など変化に富んだ風景！
◆ たおやかな起伏を行く一日の歩行距離 12～21km。難しくも簡単でもない充実感大きいコース！

ティナヘリー付近の風景

セルティッククロス（ケルト十字）

アイルランドのカントリーサイド～山岳地帯や丘陵地帯を含む様々な地形に多くのパッチワークが見られ
ます。これらの最も壮観な風景の一つウィックロウ地方は、たくさんのウォーキングトレイルが貼り巡らさ
れた首都ダブリン南方にある丘陵地帯で、その中でも「ザ・ウィックロウ・ウェイ」は最も知られたフット
パスです。ザ・ウィックロウ・ウェイは現在、アイルランド中のロングトレイル（或いはウェイマークドウ
ェイ）ネットワークの一部を成します。容易にアクセスが可能で辺境地の雰囲気を秘めたバラエティー豊か
な景観を楽しめます。山岳地帯や丘陵地帯に加え、湖沼群や急峻な氷河地形の谷、急流となった河川や深い
森と牧畜風景も、様々な風景がそこにはあります。さらにルート上には初期キリスト教時代の遺跡―グレン
ダロッホといった、歴史上重要な見どころも存在します。首都近郊から始まるトレイルとは思えない静かで
素朴な田舎歩きをお楽しみ下さい。
【申込金に関する特別規定（返金不可）】
現地の宿泊施設はその数と収容力に限界があり、早い時期から発生する多くの予約需要に対応するため、予約と同時
に一部または全額の支払いを課し、その後キャンセルの場合は返金不可(Not refundable)という条件になっておりま
す。これらの厳しい条件は、残念ながら弊社の企業努力の範囲を超えています。従いまして、お申込み手続き完了後
は、巻末に記載の旅行条件に加え、お支払いいただいた「申込金」を「返金不可」とさせていただいております。
大変恐れ入りますが、これら現地の特殊事情をご理解いただき、「申込金は返金不可」という特別条件をご諒承の上、
お申込み下さいますようお願いいたします。但し、参加人数不足等のため催行中止の場合はご返金申し上げます。

世界遺産グレンダロッホ

コースの標識

農村地帯の道路

月

日

都 市 名

4／12

新千歳

（火）

経由都市

4／13

経由都市

（水）

ダブリン

4／14
（木）

交 通
航空機

ス

ケ

ジ

ュ

ー

ル

食事

午後～夜、空路、経由都市へ。

―
〔機内泊または経由都市泊〕

航空機

機

午後、アイルランドの首都ダブリンに到着。
〔ダブリン／ホテル泊〕

ダブリン

Walk

マーレイパーク

20km

クローンウッド

6h

ダブリン郊外の広大な市民公園マーレイパークからスタート。森林地帯の林道を登り、
樹木のない開けたヒースの丘へ。
グレンキュレンの谷へ下り、プリンスウイリアムズシートの丘へ。さらにノックリー
からグレンクリー川を渡り、クローンウッドへ。

機

―
朝
―

〔クローンウッド／B&B 泊〕 ―

パワーズコート滝を見下ろす尾根道を登り、ウォーターゲート橋を渡ってジョウス山
クローンウッド
4／15

オールドブリッジ

（金）

グレンダロッホ
（ララー）

4／16
（土）

4／17
（日）

4／18
（月）

Walk
26km
8h

の肩を横切る登り道へ。

朝

ホワイトヒルの鞍部を越えて湿地帯の木道をロッホテイ（ギネス湖）へ。

―

スリメインの林道からロッホダン湖を見ながらオールドブリッジへ。

―

さらにパドックヒルの丘を越え、グレンダロッホ（ララー）へ。
〔グレンダロッホ（ララー）／B&B 泊〕

グレンダロッホ

Walk

（ララー）

16km

ドラムゴフ

5h

ドラムゴフ

Walk

アイアンブリッジ

14km

初期キリスト教の遺跡グレンダロッホを見学します。

朝

その後、アッパーレイク入り口よりしばらく林道状の登りとなります。
ポインツネス滝を見てムラコーの丘へ登り、ムラコーの肩よりグレンマルーアの谷へ
樹林帯に続くトレイルを下ります。

〔ドラムゴフ／B&B 泊〕

ゆるやかにうねるエメラルドヒルへと進みます。スリーブ・マンの森におおわれた斜
面を抜け、カリッカシェーン（508m）のほとんど頂上まで登ります。泥炭色の水が
岩を噛む急流のオウ川に架かるアイアンブリッジへ。その後、ドラムゴフへ送迎。

―
―
朝
―

（ドラムゴフ）

5h

（ドラムゴフ）

Walk

アイアンブリッジへ送迎。急傾斜の道から低い丘陵地を蛇行する緩やかな勾配の道へ

朝

アイアンブリッジ

21km

と変化します。草地に覆われたセクションからブナの森を通り、ティナヘリーへ。ザ・

―

ウィックロウ・ウェイのゴールです。

―

ティナヘリー

7h

4／19

ティナヘリー

専用車

（火）

ダブリン

4／20

ダブリン

（水）

経由都市

4／21

経由都市

（木）

新千歳

※この日の行程は逆コースになる場合もあります。

〔ドラムゴフ／B&B 泊〕 ―

〔ティナヘリー／B&B 泊〕

専用車にてダブリンへ（所要約 1.5ｈ）
。ダブリン着後、自由行動。

朝

市内散策やショッピングなど、ご自由にお過ごし下さい。

―
〔ダブリン／ホテル泊〕

航空機

空路、経由都市へ。

朝
〔機内泊〕

航空機

空路、新千歳空港へ。

—
機
―

所要時間は休憩を除く歩行時間の目安です。当日の状況により変わりますのであらかじめご了承願います。
ウォーキングの行程は原則として上記を予定しておりますが、現地事情により変更する
場合があります。

コース起点のマーレイパーク（ダブリン）

―

ムラコーの丘へ

■旅行代金：新千歳発着 449,000 円／東京発着 439,000 円
■一人部屋追加代金

60,000 円

■最少催行人員

４名（最大募集人員６名）

■添乗員(ﾂｱｰﾘｰﾀﾞｰ)

新千歳空港より同行します。

■食

朝 7 回・昼０回・夕０回（機内食を除く）

事

※その他の発着についてはお問い合せ下さい。

■利用予定航空会社

エミレーツ航空、カタール航空、エールフランス航空、KLM オランダ航空 その他

■利用予定ホテル

ダブリン／トラベロッジダブリンシティー、各地／Ｂ＆Ｂまたはゲストハウス
（または同等クラス）

■入国査証（ビザ）

不要です。パスポート残存期間は入国時 6 ヶ月以上が望ましい。

■空港諸税、
燃油サーチャージは別途実費を申し受けます(目安：約 27,000 円～32,000 円/2015 年 12 月現在)。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

トレイルは良く整備されており標識等も完備しています。コース途中のトイレは少ないです。



現地ローカルガイドは同行しません。全行程添乗員が同行しご案内いたします。



宿泊は、原則として B&B 或いはゲストハウスを利用します（2～3 名一室）
。



朝食は旅行代金に含まれており、宿泊施設にて提供されます。



昼食と夕食は各自でご負担いただきます。昼食はパックランチ（お弁当）をオーダーするか、ショップで各自ご
購入いただきます。但し、お店の数は多くありません。夕食は近隣のレストラン等を利用します。
行程は現地事情により変更する場合があります。宿泊施設の混み具合によっては、近隣の宿泊施設への送迎が発



生します。或いは宿泊地そのものが変更される場合があり、その場合、前後の行程も変更されます。
荷物は毎日、宿から宿へ車で搬送いたしますので、別途、搬送用のバッグ等をご用意ください。搬送する荷物の



許容量はお一人様１個のみ、重量は上限 15kg です。大きなスーツケースはＢ＆Ｂなどの比較的狭い室内や階段
の運搬で難儀する場合がありますので、キャリーバッグ程度の大きさのバッグをお勧めいたします。
原則として雨天でも歩きますが、極端な悪天候の場合添乗員の判断で行程を短縮、変更、中止する場合がありま



す。歩行が困難な場合はローカルバスやタクシーを利用する場合があります。それら、予定外の費用に付きまし
ては別途ご負担願います。
海外旅行保険への契約をお願いいたします。弊社では、AIU 保険会社を取り扱っています。



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

■旅行代金に含まれるもの

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）
4/27～5/6、7/20～8/31、
左記以外の日に開始する旅行
12/20～1/7 に開始する旅行
旅行開始日の前日から起算してさかの
旅行代金の１０％
ぼって４０日目にあたる日以降～３１日
無料
（１０万円を上限）
目にあたる日まで
旅行代金が５０万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０万円
旅行開始日の前日から起算してさかの
旅行代金が３０万円以上５０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５万円
ぼって３０日目にあたる日以降～１５日
旅行代金が１５万円以上３０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３万円
目にあたる日まで
旅行代金が１０万円以上１５万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・２万円
旅行代金が１０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・旅行代金の２０％
旅行開始日の前日から起算してさかの
ぼって１４日目にあたる日以降～３日目
旅行代金の２０％
にあたる日まで
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％
旅行契約の解除期日

■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。

■旅行企画・実施

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 12 月 1 日を基準としています。又、この旅行代金は、2015 年 12 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 12 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 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。

■お申し込み・お問い合せ

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 tour@hokkaido-nomad.co.jp

TEL 011-261-2039
FAX 011(261)1998

外務員氏名

