
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピックデュミディドッソオのアルプに咲き乱れるキンポウゲの群落 

ガバルニー（フランス）とオルデサ（スペイン）に各２連泊、カトリックの聖地ルルドにも 1 泊！ 

色とりどりの高山植物が開花する季節、旅の最後はカタルーニャの都バルセロナへ！ 

 
 

 

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 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ゴーブ湖とビニュマーレ峰 Lac Gaube & Vignemale 

 

■ピック・デュ・ミディ・ドッソ Pic Du Midi D’Ossau 

「頂上の尖った山」を意味するピック・デュ・ミディ(Pic du 
Midi)ドッソ(D’Ossau)は、その特徴ある形が歯を連想
させます。フランスピレネーにあり、標高は 2,884mメート
ル。遠く山麓の Aquitaine 平野からもその特異な山頂
が望見できます。ハイキングはビオザールディーギュ湖の駐
車場からスタート。方角によってはまるで 3 本の煙突がそ
びえているような鋭い景観を見せるドッソ峰を背景に、山
麓は高山植物の広大なアルプのお花畑です。 

■ガバルニー圏谷 Cirque de Gavarnie 

ガバルニー圏谷(Cirque de Gavarnie)は、氷河の
侵食によって形成されたＵ字谷で、谷底から立ち上
がる壁の高さは約 1,500m に達します。その南にそ
びえる標高 3,352ｍのモン・ペルデュには、氷河が見
られます。ピレネー山脈の山の中では 3 番目の高さを
誇るその山頂自体はスペイン側にあります。●グラン・
カスケード滝（Grande Cascade）：ヨーロッパ最
大の滝で落差は 422m。ガバルニー村からも良く見
えます。 

聖地ルルドの美しい街並み 

■オルデサ渓谷 Vallle de Ordesa 

ビニュマーレ峰(Vignemale 3,298m)は、ピレネー山
脈の氷河の中で 2 番目に大きなオッソウ氷河を従える、
フランスピレネーの最高峰です。歴史上重要なスペイン
橋(Pon d'Espagne)からチェアリフトでに乗り、ゴーブ
湖(Lac de Gaube)に達すると、真夏でも壮大な氷河
を従える山々を背景に、その周辺は高山植物が咲き誇
る楽園のような風景を提供してくれます。オーレット小屋
方面への数時間の往復ハイキングが魅力的。谷の奥に
はピクニックに適した日当たりのよい美しいアルプが開け、
小さな流れが開放的な雰囲気を作っています。 

ピレネー山脈のスペイン側にある“オルデサ・イ・モンテ・ペル
ディド国立公園 (Parque Nacional de Ordesa y 
Monte Perdido)”は、標高 2,500ｍ以上の高峰が連なる
美しく壮大な山岳地帯です。非常に豊かな生態系、変化
に富んだ動植物相が見られ、トレス・セロルス山を主峰とす
るペルディド山塊が山脈を形成しており、その麓にオルデサ
渓谷をはじめとする渓谷群が広がっています。深い U 字谷
の側壁から幾筋もの壮大な滝が流れ落ち、森林や高山植
物のアルプに囲まれたピレネーを代表する美しい渓谷です。 

ガバルニー圏谷を前に！         プラトー・ベルビュー下のせせらぎで 

    蒼い水を湛えるゴーブ湖         ビニュマーレ北壁を望むアルプで 

  ダクティロリザ・マヤリス(ラン科)         岩峰を見ながらお花畑を歩く 

   バルバレア・ウルガリス(ヤマガラシ)        オルデサ渓谷最奥部        

☆☆☆聖地ルルド Lourdes☆☆☆ 
ルルドはピレネー山脈のふもと、フランス南西部

人口 15,000 人ほどの小さな町です。聖母マ

リアの出現で、いくつもの奇蹟が起きたことで世

界的に有名なキリスト教の聖地であるととも

に、「ルルドの泉」でも広く知られ、カトリック教

会の重要な巡礼地となっています。世界各国

から年間 500 万人もの人々が奇蹟を求めて

訪れます。訪れる人の目的は礼拝だけではな

く、同じ苦しみを持った人同士のコミュニケーシ

ョン、そして、ピレネー山脈の自然とふれあうた

めの拠点ともなっています。また、夏の休暇を

過ごすリゾート地の顔も併せ持っています。 世界中から巡礼者が絶えない聖地ルルド 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%94%E3%83%AC%E3%83%8D%E3%83%BC%E5%B1%B1%E8%84%88
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%87%E3%82%A3%EF%BC%9D%E3%83%94%E3%83%AC%E3%83%8D%E3%83%BC%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%9C%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%9F%E3%83%87%E3%82%A3%EF%BC%9D%E3%83%94%E3%83%AC%E3%83%8D%E3%83%BC%E5%9C%B0%E5%9F%9F%E5%9C%8F
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E6%AF%8D%E3%81%AE%E5%87%BA%E7%8F%BE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%96%E6%AF%8D%E3%81%AE%E5%87%BA%E7%8F%BE
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E6%95%99%E4%BC%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AB%E3%83%88%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%AF%E6%95%99%E4%BC%9A
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%B7%A1%E7%A4%BC


月日 都 市 名 ス ケ ジ ュ ー ル 食事 

6/18 

（日） 

新千歳 

乗継都市 

欧州内都市 

新千歳空港より、空路、乗継都市へ。 

空路、欧州内都市へ。 

― 

機 

機 

6/19 

（月） 

トゥールーズ 

ルルド 

ガバルニー 

空路、南西フランスの中心都市“バラ色の街”トゥールーズへ。 

着後、専用車にてタルブを経由し、アデへ(所要約 2h)。 

ローカルレストランにて昼食後、ピレネー国立公園のガバルニーへ(所要約 1h)。 

＜ガバルニー／ホテル泊＞ 

機 

昼 

夕 

6/20 

（火） 

ガバルニー 

プラトー・ベルビュー 

 

シルク･ド･ガバルニー 

ガバルニー 

ガバルニー大圏谷のハイキングへ。 

高山植物の多いプラトー・ベルビューのアルプから、円形劇場と称される“シルク・ド・

ガヴァルニー”へ。特異な半円形の岩壁に囲まれた圏谷(カール)と、壮大な岩壁に懸かる

ヨーロッパ最長のグラン・カスケード滝などの展望を楽しみながらハイキング。 

歩行 4～5 時間 ＜ガバルニー／ホテル泊＞ 

朝 

弁当 

夕 

6/21 

（水） 

ガバルニー 

ゴーブ湖 
 

ビニュマール北壁 

ルルド 

フランスピレネー最高峰ビニュマール展望ハイキングへ。 

専用車にてハイキングの出発点、ポンデ・エスパーニュ(スペイン橋)へ(所要約1.5時間)。

チェアリフトを利用しゴーブ湖へ。 

ビニュマール北壁を望む地点への往復ハイキング楽しみます。 

その後、カトリックの重要な聖地ルルドへ(所要約 1 時間)。 

 歩行 4～5 時間 ＜ルルド／ホテル泊＞ 

朝 

弁当 

夕 

6/22 

（木） 

ルルド 

ピック・デュ・ミディ・ドッソ 
 

ポルターレ峠 

トルラ 

専用車にてハイキング出発点、山上のダム湖ビオーザルティーギュ湖へ(所要約2.5h)。 

特異な岩峰に囲まれた谷をハイキングします。ピック・デュ・ミディ・ドッソ峰(2884m)

やピック・ビエル峰(2314m) などを望むトレールを楽しみます。その後、専用車にてフ

ランス-スペイン国境ポルターレ峠(1794m)を越えてスペイン側の村トルラへ(所要約2h)。 

歩行約4~5時間 ＜トルラ／ホテル泊＞ 

朝 
― 

夕 

6/23 

（金） 

トルラ 

オルデサ渓谷 
 

トルラ 

雄大な景観を楽しむオルデサ国立公園のハイキングへ。 

駐車場からスタートし、氷河地形の見事なＵ字谷となった大渓谷、深い原生ブナ林の中、

アルザス川沿いの広く歩きやすい道をグスダス・ソアソへの往復。 

幾つもの滝の景観や、高山植物、野鳥の豊富なコースです。     

歩行約5~6時間 ＜トルラ／ホテル泊＞ 

朝 

弁当 

夕 

6/24 

（土） 

トルラ 

リャイダ 

 

バルセロナ 

専用車にてリャイダを経由し、カタルーニャ地方の代表都市バルセロナへ(所要約4~5h)。

着後、バルセロナにて自由行動。ショッピングや市内散策をお楽しみ下さい。 
(例) サグラダファミリア、モンジュイックの丘、スペイン広場、 

カタルーニャ広場、ランブラス通り、ガウディ建築のグエル邸…etc. 

 ＜バルセロナ／ホテル泊＞ 

朝 
― 

夕 

6/25 

（日） 

バルセロナ 

欧州内都市 

午前、バルセロナ空港へ。 

欧州内都市より、空路、帰国の途へ。 

朝 

― 

機 

6/26 

（月） 

乗継都市 

新千歳 
空路、新千歳空港へ。 

機 

― 

●上記歩行時間は休憩等を除いた実質歩行時間の目安です。ハイキングコースは状況により変更する場合があります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪ピレネーハイキングで見られる高山植物の一例≫ 

 



■旅行代金：新千歳発着 474,000 円 ※東京発着 464,000 円  

■一人部屋追加代金：77,000円          ※その他発着はお問い合わせ下さい。 

■最少催行人員：6名（最大募集人員 10名）  

■添乗員（ツアーリーダー）：新千歳空港より同行します。  

■食事：朝 6回・昼 4回・夕 6回 （機内食を除く） 

■利用予定航空会社：ｺﾘｱﾝｴｱｰ、KLM ｵﾗﾝﾀﾞ航空、ｴﾐﾚｰﾂ航空、ｴｰﾙﾌﾗﾝｽ航空、ﾙﾌﾄﾊﾝｻﾞﾄﾞｲﾂ航空など 

■利用予定ホテル：ガバルニー／ビニュマール、ルルド／ｸﾞﾗﾝﾃﾞﾗｸﾞﾛｯﾄ、トルラ／オルデサ、バルセロナ／ｱｳﾄﾎｶﾞｰ （または同等クラス） 

■ビザ：不要（但し、入国時にパスポート残存期間が 6 ヶ月以上必要です。） 

■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 22,000~36,000 円／2016年 11月現在)。 

ハイキングの服装、装備、食事など 

 現地ハイキングガイドは付きません。全行程、添乗員がご案内いたします。 

 気候は北海道の初夏に似ていますが、空気は比較的乾燥しており気温の日較差が大きいのが特徴です。 

 服装は基本的に夏山装備で OK ですが、ハイキングに適した軽登山靴、しっかりした雨具(上下)は必携です。 

 ハイキングには、日帰り用の小型ザック(15~30 ㍑程度)をご用意下さい。 

 強い紫外線から肌を守るため、サングラス、帽子、日焼け止めなどの準備が必要です。 

 朝食は、ホテルでのコンチネンタルブッフェかセットメニューとなります。 

 昼食は、2 日目を除き、サンドイッチ主体のお弁当(picnic lunch)となります。 

 夕食は、ホテルまたはレストランでお召し上がりただきます。 

 通貨はユーロです。現地で日本円からの両替も可能ですが、ある程度出発前に用意される事をお勧め致しま

す。ATM でのキャッシングも可能です（クレジットカード暗証番号や利用方法をご確認ください）。 

 現地での陸上移動は専用車を利用します。荷物も一緒に搬送します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 
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 
左記以外の日に開始する旅行 

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～１５日

目にあたる日まで 

旅行代金が５０万円以上・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０万円 

旅行代金が３０万円以上５０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５万円 

旅行代金が１５万円以上３０万円未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３万円 

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

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 11 月 1 日を基準としています。又、この旅行代金は、2016 年 11 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 11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ﾚｽﾄﾗﾝにて 
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。 

■旅行企画・実施 

株式会社ノマドツアーデスク 
〒060-0062 札幌市中央区南 2条西 6丁目 8番地一閤ビル 5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  

■お申し込み・お問い合せ  tour@hokkaido-nomad.co.jp 

TEL 011-251-1900 

FAX 011(261)2019    外務員氏名                      

 

2017 年 3 月末日までにお申し込

みの方は、代金 15,000 円割引！ 

http://www.forth.go.jp/

