
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3岩塔 トレチメ･ド･ラバレド（ドライチンネン）は ドロミテを代表する景観です 

 

 

 

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 

●歩行レベル ★★（初～中級） 



 

 

 

 オーストリア国境に近い北イタリア、2州にまたがる「南チロル’Sud Tyrol’地方」へ！ 

 特異な岩峰群と垂直の大岩壁を見ながらの、他では味わえない刺激的なハイキング！ 

 山麓はカウベルの音が響く美しいアルプ、多様な高山植物が開花するベストシーズンです！ 

 ドロミテ名物、ちょっとスリリングな珍しい「立ち乗りリフト」で一気に 3,000ｍの高みへ！ 

 地元産チーズやワイン、ローカル色濃い食材の美味しい北イタリア式コース料理を提供！  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

↑ 緑豊かなアルパインメドウと屹立する岩峰群の景観が魅力（ヴァル･ガルデナ） 

ラン科植物も多い（上）、立ち乗りリフト（中）、リンドウ系の高山植物（下）→ 

 

オーストリア国境にも近い北イタリアのドロミテ地方は、他のエリアでは見られない特異なドロマイト石灰岩で構成され、ひと

味違った景観を呈しています。トレンティーノ・アルト・アディジェ州とヴェネト州にまたがるこの牧歌的なドロミテ地方には、

数多くのハイキング･トレイルが整備されています。目を見張るような巨大な石灰岩の大障壁を見上げながら、足元には多彩

な高山植物のアルプが広がる、刺激的で穏やかな毎日が待っています。スイスアルプスほどではないにしろ、ケーブルやチ

ェアリフトなど便利な山岳交通網がハイカーを容易に山上の楽園へと運

んでくれるでしょう。その中でも「立ち乗りリフト」はちょっとスリリングで

面白い体験と言えます。美しく平和な空気に満たされたガルデナ渓谷、

巨大な U字谷とドロミテ最高峰マルモラーダ(3343m)を望むカナツェ

イ･ペコル、そして 1956年冬季オリンピックの開催地であり、四季を通し

てドロミテ随一の山岳リゾートとして名を馳せるコルチナダンペッツォ、

これら素晴らしい自然と峻険な山々に囲まれて、つねに壮大な景観を与

えてくれるでしょう。遠く近くにやさしく響くカウベルの音色に耳を傾けな

がら、時にはひょうきん者のマーモットに出くわすかもしれません。各地

で連泊するので大きな荷物はホテルに置いて、日帰り装備で気楽に楽し

むことが出来ます。 



＜日程表＞ ドロミテ･ハイキング 11日間 

月 日 都 市 名 ス ケ ジ ュ ー ル 食事 

6／30 

（土） 

新千歳 

乗継都市 

新千歳、各地より、空路、乗継都市へ。 

空路、ベネチアまたはミュンヘンへ。              ＜乗継都市または機内泊＞ 

機 

機 

7／01 

（日） 

ベネチアまたはミュンヘン 

ヴァルガルデナ 

サンクリスチーナ 

着後、専用車にてドロミテ地方へ。午後～夕刻、巨大なサッソルンゴやセラの岩峰群を望

み、３つの村（セルバ、サン･クリスチーナ、オルティセイ）で構成される南チロルの楽園ヴァルガルデナ（ガ

ルデナ谷）に到着。サンクリスチーナ(1420m)に３連泊します。 ＜サンクリスチーナ／ホテル泊＞ 

機 

― 

夕 

7／02 

（月） 

サンクリスチーナ 

ダンテルセピーズ 

パッソガルデナ 

サンクリスチーナ 

セルバの村(1560m)よりケーブルにてダンテルセピーズ(2298m)へ。セラの大岩壁を見ながら

広大なアルプの中を、ガイザー山群とセラ山群に囲まれた峠、パッソガルデナ(2121m)、コ

ルバラ方面や、プラングラルバ(1650m)方面などのハイキング。高山植物が豊富なトレイル、

また、屹立する巨大な岩峰群が圧倒的です。  歩行約3~4時間＜サンクリスチーナ／ホテル泊＞ 

朝 

― 

夕 

7／03 

（火） 

サンクリスチーナ 

パッソセラ 

モンテパナ 

サンクリスチーナ 

パッソセラ(2150m)より立ち乗りケーブルでサッソルンゴのコル(鞍部)に建つトニドメツ小屋

(2685m)へ。再びケーブルで下山し、サッソルンゴの大岩壁直下を廻りこむようにコミッチ小

屋(2153ｍ)へ。さらに樹林帯から高山植物の豊富なモンテセウラ(2117m)へ。チェアリフトにて

モンテパナ(1636m) 経由で下山します。    歩行約3~4時間＜サンクリスチーナ／ホテル泊＞ 

朝 

― 

夕 

7／04 

（水） 

サンクリスチーナ 

セチェーダ 

コルレイザー 

カナツェイペコル 

オルティセイの村(1230m)より、ケーブルにてセチェーダ(2518m)へ。鋭い岩峰が目を惹くサス

リガイスを見ながら高山植物の大斜面をフィレンツェ小屋へ。その後、コルレイザー(2107ｍ)

へ向け登り返しケーブルでサンクリスチーナへ。その後、専用車にて移動、カナツェイペ

コル(1926m)で２連泊します。         歩行約3~4時間＜カナツェイペコル／ホテル泊＞ 

朝 

― 

夕 

7／05 

（木） 

カナツェイペコル 

ベルベデーレ 

ビエルパン 

カナツェイペコル 

ケーブルにてベルベデーレ(2338m)へ。カナツェイの深いＵ字谷を見下ろしながら。ドロミテ

最高峰マルモラーダ(3342m)を望むビエルパン小屋(2432m)へのハイキング。ご希望の方は、

小屋裏手の小ピークへプチ登山。その後、往路を引き返し高山植物が豊富な斜面をホテ

ルまで。その後、カナツェイの街の散策を。  歩行約3～4時間＜カナツェイペコル／ホテル泊＞ 

朝 

― 

夕 

7／06 

（金） 

カナツェイペコル 

パッソポルドイ 

ファルザレーゴ 

コルチナダンペッツォ 

専用車にてつづら折りの道路をパッソポルドイ(2239m）へ。ケーブルにてポルドイ頂上(2950m)

を観光します。頂上は平坦なドロマイトの一枚岩です。その後、パッソファルザレーゴを経

由しコルチナダンペッツォ(1200m)へ。風光明媚なコルチナダンペッツォに３連泊します。 

午後は、休養と自由行動。     ※この日は歩きません。＜コルチナダンペッツォ／ホテル泊＞ 

朝 

― 

夕 

7／07 

（土） 

コルチナダンペッツォ 

ミズリーナ湖 

トレチメドラバレド 

コルチナダンペッツォ 

専用車にて、ドロミテで最も有名なトレチメドラバレド(ドライチンネン)へ。三岩塔の周りを

反時計回りに一周する人気コースを歩きます。オーロンゾ小屋(2298m)からスタート、峠を

越えて多くのハイカーで賑わうロカッテリ小屋(2405m)へ。常に形を変えるチンネ三岩塔を

見ながら再びオーロンゾ小屋に戻ります。  歩行約5~6時間＜コルチナダンペッツォ／ホテル泊＞ 

朝 

― 

夕 

7／08 

（日） 

コルチナダンペッツォ 

ファローリア 

リオジェレ 

クリスタロ峰 

コルチナダンペッツォ 

ケーブルにてファローリア(2123m)へ。スキー場に沿った樹林帯のコースを下りリオジェレ

(1698m)へ。アルペンローズなどさまざまな高山植物が楽しめます。その後、チェアリフトで

クリスタロ峰の麓ソンフォルカ(2215m)へ。さらに立ち乗りケーブルでクリスタロ峰の頂上付

近に建つロレンツィ小屋へ。その後、再びケーブルでリオジェレに戻り、高山植物の美しい

渓谷沿いや樹林帯を下って行きます。   歩行約４～５時間＜コルチナダンペッツォ／ホテル泊＞ 

朝 

― 

夕 

7／09 

（月） 

コルチナダンペッツォ 

ベネチアまたはミュンヘン 

専用車にて、コルチナダンペッツォからベネチアまたはミュンヘンへ。 

乗継都市より、空路、帰国の途へ。                          ＜機内泊＞ 

朝 

機 

7／10 

（火） 

乗継都市 

新千歳 

空路、新千歳空港へ。 

 

機 

― 

※表中の数字は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。 

 

 

 

 



■旅行代金：新千歳発着 519,000円 ※東京発着 509,000円                       

■一人部屋追加代金：89,000円           

■最少催行人員：6名（最大募集人員10名）         2018年 4月末日までのお申込みで 10,000円割引き!! 

■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 8回・昼 0回・夕 8回 （機内食を除く） 

■利用予定航空会社：エミレーツ航空、カタール航空、コリアンエアー、ルフトハンザドイツ航空、その他 

■利用予定ホテル：サンクリスチーナ／ヴィタルピナドーゼス、カナツェイペコル／ベラヴィスタ、コルチナダンペッ

ツォ／フランチェスキ （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 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 22,000~38,000円／2018年 2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、ハイキングも含め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。 

 服装は夏山装備で OKです。ハイキングに適した靴やしっかりした雨具(上下)、防寒着等は必携です。 

 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。機内持込み兼用が良いでしょう。 

 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。 

 夕食と朝食はホテルで提供されます。夕食はイタリア式コースメニュー、朝食はブッフェが多いでしょう。 

 昼食はお店でお買い求めいただくか、ハイキング途中の山小屋などで各自お支払いいただきます。 

 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。荷物も一緒に運搬しますのでスーツケースでも大丈夫です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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、2018年 2月 1日を基準としています。又、この旅行代金は、2018年 2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 2018年 2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。 

■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                      

 

※その他の発着についてはお問い合せ下さい 

●歩行レベル ★★（初～中級） 

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

