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❶新千歳（各地）✈ソウル✈カトマンズ　
❷✈ルクラ ･･･プヤン　❸･･･カリコーラ
❹ ･･･タクシンドゥ　❺･･･ジュンベシ（エ
ベレスト山群展望）　❻･･･パプルー　❼✈
カトマンズ　❽カトマンズ（フリータイム）
✈　❾ソウル✈新千歳（各地）　

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 2016年 10月～2017年 5月2016年 10月～2017年 5月
世界の山旅・秘境探訪の旅／国内の山旅・歩き旅世界の山旅・秘境探訪の旅／国内の山旅・歩き旅

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

　2015年 4月25日、ヒマラヤの国ネパールをマグニチュード８クラスの大地震が襲いました。人的、物質的に甚大な被害が発生し、大雪崩に
見舞われたエベレストベースキャンプや世界遺産カトマンズにおける歴史的建造物の大崩壊など、痛ましい映像の数々はまだ記憶に新しいところ
です。震災から1年 4ヶ月が経過した現在、徐々に復興が進み、人気のトレッキングコースは一部を除いてほとんど震災前の活況を取り戻し、ほ
ぼ平常どおりトレッキングができる状況です。しかしながら、大規模な土石流により大きな打撃を受けたランタン谷やソルクンブー地方の一部で
は、以前の生活とはまだ程遠い状況が続いています。またトレッキングや観光関連産業においてはまだまだ外
国から観光客を必要としており、弊社と30年来のパートナーである「ノマドネパール社」はじめ、現地スタッ
フ達は日本からのお客様の訪問を心から待ち望んでいます。かつて多くのお客様に感動を与えてくれたヒマラ
ヤの国ネパール、そこで暮らす素朴で愛すべきネパールの人々に何とか一日も早く震災前の生活を取り戻して
欲しいと願ってやみません。下記４つの“ネパール復興支援ツアー”を設定いたしました。ネパールの友人達
を支援するためにも、神々しく輝くヒマラヤの峰々を訪ねて、ぜひこの機会にもう一度ヒマラヤの国を旅して
みませんか。皆様のネパールツアーへのご参加を心よりお待ち申し上げております。〈ノマド・ツアーデスク〉

設 定 日　11月14日（月）〜22日（火）
旅行代金　300,000円  

エベレスト街道だけじゃない！ヒマラヤの山村本来の生活道へ
シェルパの故郷ソル地方トレッキング

▲ドッコを使って農作業をする村人たち

ネパール
９日間

★★★ トレッキング

ルクラから南下し、シェルパの山村ソル
地方を歩いて旅するツアーです。普通のツアーではあ
まり訪れないヒマラヤの原風景を肌で感じ、角度を変
えたエベレスト山群や、ロールワリン山群の新鮮な眺
望が期待できます！現地シェルパ、ポーター同行。

O I N TP

表紙写真：ランタン谷最奥部ランシサカルカ付近（ネパール）

「ノマドネパール社」 代表 カルマ・シェルパ

❶新千歳（各地）✈ソウル✈カトマンズ　❷✈
ポカラ＝キムチェ･･･ガンドルン　❸･･･タ
ダパニ　❹ ･･･ゴラパニ　❺･･･プーンヒル
（ダウラギリ、アンナプルナの展望）･･･ティ
ルケドゥンガ　❻･･･ナヤプル＝ポカラ　
❼✈カトマンズ　❽カトマンズ（フリータイ
ム）✈　❾ソウル✈新千歳（各地）

設 定 日 　2017年 3月20日（月）〜28日（火）
旅行代金　300,000円  

ヒマラヤを見ながらネパール国花ラリグラスの回廊を歩く
アンナプルナしゃくなげ街道トレッキング

▲ダウラギリ山群とラリグラス

3 月はネパール国花ラリグラス（しゃく
なげ）一斉開花のシーズン！ダウラギリやアンナプル
ナなどヒマラヤの名峰群を見ながら、しゃくなげの回
廊を歩きます。現地シェルパ、ポーター同行。

O I N TP

ネパール
９日間

★★★ トレッキング

TC 同行　催６名  朝７  昼６  夕７

❶新千歳（各地）✈乗継都市　❷✈カトマンズ　❸✈ルクラ･･･パクディン　❹ ･･･
ナムチェバザール　❺･･･シャンボチェ･･･サナサ　❻･･･パンボチェ　❼･･･ディ
ンボチェ　❽ディンボチェ滞在　❾･･･ロブチェ　10･･･カラパタール ･･･ゴラク
シェプ　11･･･エベレストBC･･･ロブチェ　12･･･ゾンラ　13･･･チョラパス･･･ダ
ナン　14･･･ゴーキョ　15･･･ゴーキョピーク･･･マッチェ
ルモ　16･･･ポルツェタンガ　17･･･クムジュン　18･･･
パクディン　19･･･ルクラ　20✈カトマンズ  21カトマン
ズ（フリータイム）　22✈乗継都市✈　23新千歳（各地）

チョラパスを越えてエベレストを望む２大展望地へ！
カラパタール～ゴーキョピークトレッキング

▲カラパタールから見る
エベレスト（8848m）

チョラパス（5360m）を越えて、世界のトレッカー
憧れの地、カラパタール (5545m) とゴーキョピーク (5360m)
の２大ピークに登頂します。現地シェルパ、ポーター同行。

O I N TP

ネパール
23日間

設 定 日　11月21日（月）〜12月13日（火）
旅行代金　610,000円  

★★★★ 高所トレッキング

TC 同行 催５名 朝 20 昼 19 夕 20

ヒマラヤの巨峰群に囲まれた聖域へ！
アンナプルナ内院トレッキング

▲朝日に輝くアンナプルナサウス（内院）

ネパール
13日間

❶新千歳（各地）✈ソウル✈カトマンズ  ❷✈ポカラ＝ナヤプル＝キムチェ･･･キュ
ミ  ❸･･･ジヌー･･･チョムロン (1950m)  ❹ ･･･ドバン (2600m)  ❺･･･マチャプ
チャレＢＣ（3700m）  ❻･･･アンナプルナ BC（4130m）  ❼ ･･･デウラリ（3200m）  
❽･･･シヌワ（2360m）  ❾･･･ジヌー（1780m）  
❿ ･･･シャウレバザール =ポカラ  11✈カト
マンズ  12カトマンズ（フリータイム）✈  13ソ
ウル✈新千歳（各地）

設 定 日　10月24日（月）〜11月5日（土）
旅行代金　455,000円  

★★★★ 高所トレッキング

TC 同行 催６名 朝 11 昼 10 夕 10

アンナプルナⅠ峰 (8091m) を筆頭に
屏風のように連なるヒマラヤの大障壁を眼前に見る
アンナプルナ山域随一の景観を誇るコースです。現地
シェルパ、ポーター同行、ジヌーの温泉も楽しみです。

O I N TP

ネパール復興支援ツアーへのご参加をお待ちしております

ネパールで
お待ちして
います

TC 同行 催６名 朝 ７  昼 6   夕 6
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世界の大自然と秘境探訪
2017 年

１月〜５月
出 発

のんびり自然景観や史跡・名所を訪ねる観光中心の旅

☎011-251-1900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。

豊穣の秋にドイツを歩こう!
ロマンチック街道ウォーク92km

ドイツ
９日間

10月15日（土）〜23日（日）
475,000円  ★★ ロングトレイル

TC 同行　催４名  朝６  昼０  夕０

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 ･･･ エタウバー
バレー ･･･ シリングスフュルスト（16km/6h）　❹ ･･･
ズルツ ･･･ フォイフヒトヴァンゲン（19km/7h）　❺
･･･ ディンケルズビュール（16km/6h）　❻ ･･･ ヴィル
ヴルクシュテッテン･･･ラウシュテッテン（22km/8h）
❼ ･･･ マイヒンゲン ･･･
リースプラトー ･･･ ネル
トリンゲン（19km/7h）
❽ = フランクフルトまた
はミュンヘン✈乗継都市
✈　❾新千歳

紅葉絶景の黒部峡谷Ｖ字谷を行く
下ノ廊下トレッキング

10月18日（火）〜21日（金）
158,000円  

TC 同行　催４名  朝３  昼０  夕３

❶新千歳✈羽田＝扇沢＝黒部ダ
ム･･･ロッジくろよん ❷･･･黒部
ダム･･･下ノ廊下（十字峡･･･S 字
峡）･･･阿曽原温泉　❸･･･ 欅平 

〈黒部峡谷鉄道・トロッコ列車〉  
宇奈月温泉　❹宇奈月温泉観光
＝富山✈新千歳

北アルプス
４日間

魅惑の東欧・５大世界遺産をめぐる
クロアチア・ハイキング紀行

クロアチア
８日間

10月４日（火）〜11日（火）
489,000円  

TC 同行　催６名  朝６  昼４  夕４

設 定 日

旅行代金

❶新千歳✈成田✈乗継都市✈ザグレブ　❷ザグレブ
観光＝プリトヴィツェ　❸プリトヴィツェ湖群国立
公園ハイキング（6～8h）　❹＝シベニク（聖ヤコブ大
聖堂）＝トロギール＝スプリット　❺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ドブロヴニク観光（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羽
田✈新千歳

長野～新潟県境のロングトレイルを歩く！
信越トレイル全線踏破

長野・新潟
８日間

９月30日（金）〜10月７日（金）
225,000円  ★★★ ロングトレイル

TC 同行　催４名  朝７  昼０  夕７

❶新千歳✈羽田または成田  飯山　❷セクション１／
斑尾山 ･･･ 万坂峠 ･･･ 赤池　❸セクション２／沼の原湿原
･･･ 毛無山 ･･･ 涌井新地　❹セクション３／富倉峠 ･･･ソブ
の池 ･･･ 黒岩山 (1242m)･･･とん平　❺セクション４／仏ヶ
峰登山口･･･ 小沢峠 ･･･ 鍋倉山（1289m）･･･関田峠　❻セク
ション５／関田峠 ･･･ 牧峠 ･･･ 幻の池 ･･･ 伏野峠　❼セク
ション６／伏野峠 ･･･ 須川峠 ･･･ 天水山 ･･･ 大厳寺高原レ
ストハウス　❽飯山  羽田または成田✈新千歳

台　湾
８日間

10月16日（日）〜23日（月）
268,000円  ★★★★ 登山

TC 同行　催６名  朝６  昼４  夕６

❶新千歳（各地）✈台北　❷台北観光（中正紀念堂、
林安泰古屋など）＝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（各地）

上州の日本百名山３座に連続登頂
谷川岳・武尊山・皇海山

10月３日（月）〜7日（金）
169,000円  ★★★ 登山

TC 同行　催４名  朝４  昼０  夕４

❶新千歳✈羽田＝水上温泉　❷＝
谷川ロープウェイ天神平駅 ･･･ 天
神尾根･･･谷川岳 ･･･西黒尾根＝水
上温泉　❸＝武尊神社 ･･･ 武尊山
･･･花咲口＝老神温泉　❹＝皇海橋
･･･ 皇海山（往路下山）＝老神温泉　
❺＝吹割の滝＝羽田✈新千歳

群　馬
５日間

設 定 日

旅行代金

設 定 日

旅行代金

設 定 日

旅行代金

設 定 日

旅行代金

設 定 日

旅行代金

★ ハイキング

▲プリトヴィツェ湖群国立公園 ▲ネルトリンゲンの街並み

台湾最高峰と第２峰に連続登頂
玉山・雪山ダブル登頂

▲玉山山頂の山名石碑

★★★ トレッキング

2～3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。2016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。

先取り先取り

海
　
　
　
　
　
外

国
　
　
　
　
内

▲下ノ廊下の水平歩道▲紅葉の谷川岳

2016年9月末〜10月出発 催行決定＆出発間近ツアー ☎011-251-1900

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。

一度は行ってみたい遠い大陸
南米ハイライト

2017年 1月18日（水）〜27日（金）
750,000円  　催６名  朝７  昼７  夕７

設 定 日

旅行代金

❶新千歳✈乗継都市✈　❷リマ＝クスコ＝ウルバンバ（標
高を下げて宿泊）　❸＝
世界遺産マチュピチュ遺
跡＝クスコ　❹世界遺産
クスコ観光（ドミンゴ教
会、アルマス広場など）　
❺クスコ滞在　❻✈乗継
都市✈イグアス　❼＝世
界遺産イグアスの滝観光
❽✈乗継都市✈　❾✈　

❿✈新千歳

ペルー・ブラジル
10日間先取り先取り

▲世界遺産マチュピチュ遺跡

◆ 観  光

注目のソムボー・プレイ・クック遺跡探訪
アンコール遺跡群ウォーキング

2017年 1月19日（木）〜23日（月）
189,000円  　催５名  朝３  昼３  夕３

設 定 日

旅行代金

❶新千歳（各地）✈ソウル✈シェムリアップ（３連泊）　❷バ
イヨン・インフォメーションセンター＝バイヨン寺院（日本の
遺跡修復スタッフの案内）。午後、アンコールワット見学。プ
ノン・バケンで夕日観賞。　❸ソ
ムボー・プレイ・クック（ウォー
キング）　❹＝バンテアイ・ス
レイ＝プノム・クロムとプノン・
ボック見学（アンコール三大聖
山）＝ナイトマーケット散策。夕
食後、空港へ。シェムリアップ✈

❺ソウル✈新千歳（各地）

カンボジア
５日間先取り先取り

▲バイヨン寺院

★ ウォーキング
TC 同行

世界遺産ルアンパバーンに３連泊
ラオスの魅力体感の旅

2017年 3月11日（土）〜18日（土）
258,000円  　催８名  朝６  昼６  夕６

設 定 日

旅行代金

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
乗りなど）　❼ルアンパバーン観光

（ワットシェントーンなど）＝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

▲エレファント・ライド
体験（イメージ）

TC 同行

ラオス
８日間

◆ 観  光

世界遺産“石林”“ハニ棚田”“ハロン湾” 
雲南省からベトナム国境越え

2017年 3月22日（水）〜30日（木）
278,000円  

設 定 日

旅行代金

❶新千歳（各地）✈乗継都市✈昆明  ❷＝石林＝元陽  ❸多
依樹の棚田観光と少数民族の村訪問＝老虎嘴嘴の棚田観
光　❹＝河口／着後、観光＝ (国境を越えてベトナムへ）
＝バックハー　❺バックハー日曜市＝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 クルーズ船に宿
泊    ❽ ハロン湾＝ハ
ノイ。着後、観光（ホーチミ
ン廟、一柱寺など）  ハノイ
✈　❾乗継都市✈新千歳
（各地）

先取り先取り

▲元陽の多依樹棚田

中国・ﾍ ﾄ゙ﾅﾑ
９日間

　催８名  朝７  昼７  夕７

◆ 観  光

TC 同行

湖の島の中の湖探訪とジャングルウォーク
二重式タール火山＆マキリン山

2017年 2月2日（木）〜６日（月）
208,000円  　催６名  朝３  昼３  夕３

❶新千歳（各地）✈ソウル✈マニラ（連泊）　❷マキリン山麓
ジャングルウォーク（野鳥・草花・蝶の観察地として有名／
2 ～ ３h）＝植物園、猛禽類保護センター見学　❸＝タール
湖 タール火山島 ･･･ 展望台

（世界最小の火山島のクレー
ター湖を見学／約 1h）　❹マ
ニラ市内観光（世界遺産サン・
オーガスチン教会、サンチィ
アゴ要塞など）。午後、フリー
タイム。民族舞踊ショーの夕
食後、空港へ。マニラ✈　❺ソ
ウル✈新千歳（各地）　

▲タール湖のカルデラに
浮かぶタール火山

フィリピン
５日間先取り先取り

★ウォーキング設 定 日

旅行代金
TC 同行

インドヒマラヤの小チベット
ラダック探訪

2017年 5月19日（金）〜26日（金）
382,000円  　催６名  朝６  昼４  夕６

❶新千歳✈乗継都市✈デリー　❷✈レー＝アルチ（インダ
ス川とザンスカール川の合流点、アルチ僧院）　❸ = ラマユ
ル（月面の世界、ラマユル僧院）＝アルチ　❹＝サスポール
＝レー（ニダプク石窟、リキー
ル僧院、バスゴー、夜はラダック
民族舞踊の見学）　❺レー（ヘ
ミス僧院、ティクセ僧院、シェー
王宮、チェムレ僧院）パンガン湖
観光❻レー✈デリー　❼デリー
✈乗継都市✈　❽新千歳

▲インダス川とザンス
カール川の合流点

インド
８日間先取り先取り

◆ 観  光設 定 日

旅行代金
TC 同行

●催行状況については、別紙の
　「最新催行状況」をご覧下さい。

TC 同行
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☎011-251-1900世界の名峰登頂・トレッキング・ハイキング
2016 年 11 月〜 2017 年５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。

　 北米大陸第3位のメキシコ最高峰に登頂
　ピコ・デ・オリサバ（5,699m）登頂

メキシコ
9日間

11月7日（月）〜15日（火）
580,000円  

★★★★★ 高所登山
TC 同行　催３名  朝７  昼７  夕７

設 定 日

旅行代金

❶新千歳✈乗継都市✈メキシコシティ　❷＝世界遺
産ティオティワカン観光　❸＝ネバード・デ・トルー
カ山登山口（4100m）…イーグルピーク（4602m）…
トルーカ　❹＝トラチチュカ…午後は氷河登山のレ
クチャー　❺＝ピエドログランデ小屋（4200m）…周
辺散策　❻…ピコ・デ・オリサバ（5699m）登頂…下
山＝トラチチュカ　❼＝メキシコシティ（フリータイ
ム）   ❽✈乗継都市✈　❾新千歳

秘境“チン州”の名峰と少数民族の村を訪ねて
ビクトリア山（3053m）登山と古都めぐり

ミャンマー
８日間

2017年1月14日（土）〜21日（土）
288,000円  

★★ 登山
TC 同行　催８名  朝６  昼６  夕５

設 定 日

旅行代金

❶新千歳（各地）✈乗継都市✈ヤン
ゴン  ❷✈バガン…パコック観光
…ミンダ村  ❸＝チン族村訪問…
カンペレ  ❹終日、ビクトリア山登
山（往復約 6h）  ❺＝バガン遺跡観
光  ❻バガン遺跡観光✈ヤンゴン  
❼＝バゴー＆ヤンゴン観光✈乗継
都市✈  ❽新千歳（各地） ▲ビクトリア山山頂 ▲チン族

インド洋に浮かぶ2つの秘島
レユニオン島＆モーリシャス島

レユニオン・モーリシャス
10日間

2017年２月22日（水）〜３月３日（金）
590,000円  TC 同行　催６名  朝７  昼５  夕６

設 定 日

旅行代金

❶新千歳✈乗継都市✈　❷✈ドバイ✈モーリシャス✈サンドニ　❸＝グランドビ
ナーレ・トレッキング（約 7h）　❹＝サラージ（サラージの滝見学）＝レユニオ
ン最高峰ピトン・デ・ネージュ・トレッキング（約 5h）…山小屋　❺…山頂ア
タック（約 ３h）…シラオス　❻＝ピトン・デ・
ラ・フラネーズ・トレッキング（約 6h）　❼＝
サンドニ観光✈モーリシャス　❽＝ブラック
リバー渓谷＝ポートルイス観光　❾フリータ
イム＝空港✈　❿乗継都市✈新千歳

先取り先取り

★★★ トレッキング

台　湾
８日間

2017年４月22日（土）〜29日（土）
288,000円  

★★★★ 登山
　催６名  朝６  昼４  夕６

❶新千歳（各地）✈台北　❷台北観光（中正紀念堂、
林安泰古屋など）＝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（各地）

台湾最高峰と第２峰に連続登頂
玉山・雪山ダブル登頂

▲シャクナゲ咲く雪山のカール

設 定 日

旅行代金

アフリカ最高峰と野生動物の宝庫
キリマンジャロ（5895m）登頂とサファリ

タンザニア
11日間

11月15日（火）〜25日（金）
600,000円  

★★★★ 高所登山
TC 同行　催４名  朝９  昼９  夕９

設 定 日

旅行代金

❶新千歳✈乗継都市✈　❷キリマンジャロ空港＝マラング　
❸＝マラングゲート…マンダラハット（2729m）　❹…ホロンボ
ハット（３780m）　❺ホロンボハットに滞在、周辺散策で高度順応
　❻…キボハット（4750m）　❼･･･ギルマンズポイント（5682m）。
状況次第でウフルピーク（5895m）往復…ギボハット…ホロンボ
ハット　❽…マラングゲート＝アルーシャ　❾ンゴロンゴロ自
然保護区（世界第二のクレーターでサファリドライブ）＝マニラ
ヤ湖　❿キリマンジャロ空港✈乗継都市✈　⓫新千歳

▲キリマンジャロ最高峰
とウフルピークにて

▲グランドビナーレからの景色

▲万年雪に覆われたピコ・デ・
オリサバ

先取り先取りスペイン巡礼の道、最後の113kmを歩く！
カミノフランセス・ファイナルステージ

スペイン
10日間

2017年４月1日（土）〜10日（月）
435,000円  TC 同行　催４名  朝７  昼０  夕０

設 定 日

旅行代金

❶新千歳✈乗継都市✈　❷✈サリア　
❸…ポルトマリン （22km/7h）　❹…パ
ラスデレイ （24km/7h）　❺…アルスー
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・フリータイム）　❾✈乗継
都市✈　❿新千歳

先取り先取り

★★ ロングトレイル

▶カミノフラン
セスの道標

▶サンチアゴ・デ・コンポ
ステーラの大聖堂

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 

山岳絶景トレイルと南島大自然周遊
ルートバーントラックとマウント・クック

ニュージーランド
11日間

★★トレッキング設 定 日

旅行代金

❶新千歳✈成田✈　❷オークランド✈クイーンズタウン　❸＝
ディバイド峠／ルートバーンTR1日目（4～6h）　❹ルートバー
ン TR ２日目（5 ～ 7h）　❺ルートバーン TR ３日目（３ ～ 4h）　
❻＝ Mt. クック（フッカーバレーハイキング）　❼＝アーサー
ズパス（ビーレー尾根ハイキング）　❽＝ネルソン・レイクス国
立公園（Mt. ロバート・ハイキング／約 ３h）　❾ ･･･St. アーナー
ドトラック（約6h）　❿＝ルイスパス自然景勝保護区（St.ジェー
ムスウォーク way ハイキング／約 ３h） ＝クライストチャーチ
⓫クライストチャーチ✈オークランド✈成田

▲キーサミット（ルート
バーントラック1日目）

先取り先取り

2017年2月20日（月）〜3月2日（木）
668,000円  　催４名  朝８  昼５  夕９

４～５名までは現地日本語ガイド
がご案内。６名以上は全行程同行TC 

ミルフォードサウンド観光とMt．クックも
フィヨルドランド大自然ウォーク

ニュージーランド
11日間

★★ハイキング設 定 日

旅行代金

❶新千歳✈成田✈　❷オークランド✈クイーンズタウ
ン＝テアナウ（３連泊）　❸マナポウリモニュメント・
ハイキング（約 6h）　❹終日、ミルフォードサウンド観
光　❺＝ハウロコ湖ハイキング（約 ３h）　❻＝ Mt. クッ
ク（フッカーバレーハイキング）　❼＝アーサーズパス
国立公園　❽＝マルイア温泉（露天風呂を満喫・連泊）
❾ラフサドルまたはミュラー・ターンハイキング（約 6h）
❿ルイストップハイキング＝クライストチャーチ　⓫ク
ライストチャーチ✈オークランド✈成田✈新千歳 ▲マルイア温泉の露天風呂

先取り先取り

2017年3月2日（木）〜3月12日（日）
658,000円  

※料金には燃油サーチャージが含まれます

韓　国
６日間
★★登山

❶新千歳（各地）✈釜山＝河東　❷＝中山里登山
口 ･･･ 天王峰（智異山主峰・1915m）･･･ 白武洞登
山口（8 ～ 9h）＝内蔵山または光州　❸＝世界遺
産高敞支石墓群＝内蔵山＋＋内蔵寺＝馬耳山・塔
寺＝全州（伝統建築の韓屋に宿泊）　❹＝海印寺
＝世界遺産慶州（着後、慶州博物館、大陵苑など
見学）❺終日、慶州観光（仏国寺、石窟庵など）
　❻釜山（またはソウル）✈新千歳（各地）

韓国第２位の高峰登山と古刹・名跡めぐり
智異山（ちりさん）と慶州・韓国南部周遊

▲５月の智異山はツツジが見頃

設 定 日

旅行代金

2017年５月18日（木）〜23日（火）予定
220,000円（予価）  TC 同行　催６名  朝５  昼４  夕５

台　湾
８日間

❷新千歳（各地）✈台北　❷台北＝陽明山（足慣ら
しのハイキング）＝廬山温泉　❸＝合歡山登山口
･･･ 成功山小屋（３ ～ 4h）　❹ ･･･ 奇萊山小屋 ･･･
奇萊北峰（３605m）･･･ 奇萊山小屋（6 ～ 7h）　❺ ･･･
奇萊主峰（３559m）･･･ 天池山荘（9 ～ 10h）　❻ ･･･
奇萊南峰（３３49m）･･･ 南華山（３184m）･･･ 天池山荘
･･･ 屯原登山口（7 ～ 8h）＝廬山温泉　❼台北市内
と野柳観光＝台北　❽台北✈新千歳（各地）

台湾百嶽４座を踏む 3000m の大縦走
奇萊山（きらいさん／主峰・北峰・南峰）と南華山

▲奇萊主峰へと続く雄大な稜線

設 定 日

旅行代金

2017年５月27日（土）〜６月3日（土） 予定
310,000円（予価）  TC 同行　催６名  朝７  昼６  夕６

★★★★ 登山

　催４名  朝７  昼８  夕８４～７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 

※料金には燃油サーチャージが含まれます
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　 旅行条件（抜粋）　　旅行条件書は当パンフレットの記載内容が兼ねます　　
■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、2016 年８月１日を基準としています。又、この旅行代金は、2016 年８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
2016 年８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。

〒060-0062  札幌市中央区南2条西6丁目 一閤ビル2階・5階
代表／ TEL:011-261-2039　FAX:011-261-1998
営業時間／9:00～18:00（月～金曜）・土日祝休業
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

■旅行企画・実施  株式会社ノマド ●「山と秘境の旅」ツアーのお申し込み・お問い合わせ
ノマド・ツアーデスク　TEL.011-251-1900　FAX.011-261-2019 

行程内のマークについて

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、お一人部屋利用の追加料金をいただきます。

　※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、秘境探訪中心のあまり歩かないツアー
★ 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　＝ 車またはバス
   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（251）1900
 FAX／011（261）2019 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。

ロングトレイルから手軽なハイキングまで

日本の山旅・歩き旅日本の山旅・歩き旅
滝尻～熊野本宮大社～小雲取越・大雲取越～熊野那智大社
熊野古道 中辺路完全踏破 和歌山 ６日間

11月24日（木）〜29日（火）
188,000円  

★★★ ロングトレイル
TC 同行　催６名  朝５  昼０  夕５

設 定 日

旅行代金

❶新千歳✈関西または南紀白浜＝滝尻…高原熊野・神社　❷＝大門王子…大坂
本王子…継桜王子（野中の一方杉や秀衡桜など見所が
点在）…小広王子　❸＝熊瀬川王子…猪鼻王子…発心
門王子…熊野本宮大社＝熊野本宮温泉郷　❹＝小雲
取越／請川…松畑茶屋跡…石堂茶屋跡…桜峠（466m）
…小和瀬の渡し場跡　❺＝大雲取越／小口…越前峠

（840m）…船見茶屋跡…熊野那智大社　❻＝熊野速玉
大社・参拝＝南紀白浜または関西✈新千歳

里山の自然と文化を見て歩くフットパスの旅
九州オルレ 高千穂＆奥豊後コース

11月３日（木）〜６日（日）
155,000円  

★★ フットパス
TC 同行　催４名  朝３  昼０  夕３

設 定 日

旅行代金

❶新千歳✈羽田✈熊本または大分＝高千穂　❷＝まちなか案内所 ･･･ 高千穂峡
･･･日本の滝 100 選・真名井の滝を眺めながら仲山城址キャンプ場へ ･･･ かまだ
せ市場＝長湯温泉または豊後竹田温泉　❸＝用作公園 ･･･ 善光寺 ･･･ 岡城址 ･･･
豊後竹田駅＝阿蘇または別府　❹＝熊本または大分✈羽田✈新千歳

大分・宮崎
４日間

固有植物の宝庫 世界遺産の父島・母島を巡る
小笠原諸島 大自然探訪

東　京
６日間

10月26日（水）〜31日（月）／2017年 3月25日（土）〜30日（木）
230,000円  ★ ハイキング TC 同行　催６名  朝３  昼２  夕２

設 定 日

旅行代金

❶新千歳✈羽田＝竹芝桟橋 （新おがさわら丸） 　❷ 父島。昼食後、鯨
ウォッチング（3 月のみ）と南島上陸 ❸ジャ
ングルトレッキング（千尋岩ハイキング、中
央山、三日月山展望台など）。夕食後、ナイト
ツアーへ　❹父島 母島。着後、フリータイ
ム（乳房山登山や南崎ハイキングなど）　❺
出航までフリータイム 父島 （新おがさ
わら丸） 　❻ 竹芝桟橋＝羽田✈新千歳 ▲母島の南端から見渡す紺碧の大海原

▲多数点在する王子社

神仏習合発祥の地・六郷満山の歴史と文化に触れる道
国東半島  峯道ロングトレイル

11月16日（水）〜19日（土）
168,000円  

TC 同行　催４名  朝３  昼０  夕３設 定 日

旅行代金

❶新千歳✈羽田✈大分＝熊野磨崖仏＝真木大堂 ･･･
夕日観音 ･･･ 田染荘（約 1h３0）＝梅園の里　❷…龍頭
大明神 ･･･ 両子山（721m・国東半島最高峰）･･･ 両子
寺（約 7h）＝真玉温泉　❸＝並石ダム…長安寺 ･･･ 川
中不動・天念寺 ･･･ 椿光堂 ･･･ 真玉温泉（約 7h）　❹＝
宇佐神宮＝中津観光（中津城、福沢諭吉旧居など）＝大
分✈羽田✈新千歳

大　分
４日間

★★★ ロングトレイル2017 年 4 月にも設定予定

▶六郷満山の総持院・両子寺

ホームページ  http://www.hokkaido-nomad.co.jp　E-mai  tour@hokkaido-nomad.co.jp

次号2017年上期ツアーカタログは2017年 1月下旬発行予定です


