


VALLE D’AOSTA

モンテビアンコ モンテ・チェルビーノ

アオスタ

PYRENEES

アネト ブレッシュ・ドゥ・ローラン モンテ・ペルディド

ピレネー

ツーカーヒュートルミッテンベルク氷河

TIROL
チロル

グランパラディソ モンテローザ

MAP

0 1



モンブラン

DOLOMITI

サッソルンゴ マルモラーダ

トレチーメ

ドロミテ

SALZBURGERLAND

グロースグロックナー キッツシュタインホルン ダハシュタイン

ザルツブルガーランド

シャモニー

マッターホルン

ツェルマット

3

12

アルプスウェイ・ドロミテ連絡所
（コルチナダンペッツォ）

3

1

Via Majoni.28 I-32043
Cortina d`Ampezzo, Italy
Tel： +39（国番号）-0436-2245
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スタッフ紹介

私たちアルプスウェイスタッフがツ
アー選びのアドバイスから現地でのガ
イドサービス、旅程管理業務に至るま
で情熱をもってご案内いたします。
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20年以上に渡る旅行業での経験と現地の視
察や添乗で得た豊富な知識で、幅広いエリ
アをカバー。名古屋営業所をベースに穏や
かなトークで中部エリアのお客様のご対応を
します。

常に冷静に機転を利かせた対応は一緒に居る
人を安心させてくれます。ハイキング、スキー、
自転車と様々なスポーツでアルプスをご案内
した経験と知識で豊富な話題をご提供します。

関西方面のお客様を一手に引き受けながらも、
お 1人お 1人に細やかな対応をいたします。
小柄ながら長時間のトレッキングもこなす体力
と新しいエリアを調査する探究心も持ち合わ
せています。

●東京本社
●総合旅行業務取扱管理者

●大阪支店
●総合旅行業務取扱管理者

●名古屋営業所
●総合旅行業務取扱管理者

森下 雅史澤 宏太郎 足立 真子
Morishita MasafumiSawa Kotaro Adachi Masako

私達アルプスウェイが提案するイタリ
ア、オーストリア、ピレネーのハイキン
グの旅は、その地方その土地ならでは
の風景やスポットをより深くご案内する
ことをモットーとしています。参加され
るお客様の体力・レベル・ニーズに合
わせてご案内。ツアーの運営を効率良
く安全にガイドして、メンバー同士がコ
ミュニケーションを図る少人数限定です。
（12名以内）

弊社のパッケージプランの前後日程にご
希望のヨーロッパ都市での宿泊追加が
可能です。また、イタリアやオーストリ
アの各都市のみではなくスイス個人旅行
や近隣国を組み合わせたセミオーダープ
ランもお見積もりいたします。

山岳地方ならではの地元の食材を利用
した美味しい郷土料理、チーズや地ワ
イン等も滞在中に楽しんでいただけるよ
う企画しました。コルチナ泊のツアーで
は滞在中 1回、酪農家の家を改築して
作られたレストラン「アグリツーリズモ」
で、地元の食材を使って作られたオー
ガニックディナーヘご案内します｡（ドロ
ミテ 1,2コース）ハイキング中にも、山
小屋レストランで素朴な北イタリアの味
をお楽しみいただきます。また、イタリ
アコースでは魅力ある山小屋での宿泊
も体験可能です｡

アルプウェイを含めフェロートラベルをご
利用のお客様を対象にフェロースキー、
アルプスウェイ、カナディアンウェイ、フェ
ローサイクルの各ツアー（パッケージ商
品、個人旅行商品ともに適用）に期間内
に複数回ご参加いただいた場合は、下記
のとおり割引をいたします。但し、シーズ
ンキャンペーン商品（カナダ初滑りなど）
やリピーター特選ツアーは参加回数にカ
ウントしますが割引は適用外となります。
本サービスは本人のみ対象となります。

2017年10月1日～2018年9月30日の
出発日を起算として 1年以内

じっくり歩ける少人数限定ツアー（1班10～12名限定）

パッケージ旅行の前後に都市泊追加を
手軽にアレンジできます。

ハイキングレベルのご案内 フェロー複数回割引特典

オーガニックディナーや山小屋での滞在

ヨーロッパアルプスとピレネー山脈の
ハイキングの旅も専門店アルプスウェイ
にお任せください。 

アグリツーリズモ

アブルッツィ小屋

レベル基準

レベル 1 レベル 2 レベル 3 レベル 4

レベル内容 ほぼ平坦な
ハイキングコース

緩やかなアップダウンの
ハイキングや長い下りの
途中休憩を入れながらの
ハイキングコース

本格的なトレッキングで
急なアップダウンも
含むコースで、

一部、残雪歩行含む

大きなアップダウンを
繰り返す縦走コースや
長時間歩くコース

対象者
● 普段あまり歩かない方

● 体力、筋力に自身のない方
● 4時間くらい歩ける
体力のある方

● 普段からトレッキングの
経験があり体力のある方

● 北アルプスやヨーロッパでの
山小屋縦走経験のある方

● 普段から本格的なトレッキングや
軽登山の経験があり体力のある方

● コースの一部又は
短区間の雪渓歩行、ロープ又は
鎖場移動の経験がある方

1日平均歩行時間&
標高差目安

（１日平均獲得標高差）

2時間前後
標高差：登り下り
各100m未満

2～4時間
標高差：登り100～500m
下り100～500m

4～6時間
標高差：登り：500～800m
下り：500～800m

6時間以上
標高差：登り：700～1000m
下り：700～1000m

※下記は目安で、アルプスウェイのパッケージではレベル2、又は3の参加者が中心となります。
レベル基準についてご不明な点はスタッフまでお気軽にお尋ねください。

期間中 2回目は 5,000円割引

【対象期間】

期間中3回目以降は1回毎に10,000円

世界遺産ドロミテ山群の独創的な景観が広がる「ドロミテ地方」。
天空高く突き抜けるドロマイトの奇岩と幻想的な夕景の一時です。 
4,000ｍ級のヨーロッパ４大名峰が聳え立つ、古代ローマの山岳
拠点「ヴァレアオスタ地方」。陽光溢れるイタリアンアルプス屈指
の山岳風景を余すことなく訪ね歩いてみませんか ? 
　また、アルプス東部に位置するオーストリアアルプスには、牧歌
的な田舎の風景や氷河をまとった山塊、秘境の渓谷に滞在する「チ
ロル地方」。ヨーロッパアルプス最大規模のホーエタウエルン国立
公園の息を呑むような大パノラマ。ダハシュタイン山麓に点在する
美しい湖水地方を爽快な風を感じて歩く「ザルツブルガーランド地
方」では心踊るオーストリアハイキングタイムがはじまります。 
そして、ヨーロッパアルプスを幾度となく体験されたリピーターに
は、大自然の宝庫、ピレネー山脈の奥深い旅をお薦めいたします。 
フランスの「オートピレネー地方」、スペインの「アラゴン地方」や
「カタルーニャ地方」まで 3,000ｍ級のピレネー山塊の全容と点
在する世界遺産や観光スポットの数々。ガヴァルニー国立公園、
オルデサ国立公園、アウグストルテス国立公園、ネウヴィエール
自然保護区に広がるピレネーならではの未知なるトレイルをじっくり
とご案内します。

私たち専門店アルプスウェイが41年間の豊富な経験とノウハウで
他にはない奥深いヨーロッパアルプス&ピレネーの旅をお届けい
たします。
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本社でお客様へのきめ細かなご案内をする一
方で、アオスタ、ピレネーなど現地の視察に
も余念がありません。ハイキング＋都市観光
などプラスアルファの旅をご希望の方はお任
せください。

いつもお客様の笑いが絶えないユーモア溢れ
るガイディングが好評です。現地駐在時代か
らチロルやドロミテの経験も豊富で、歩き方
や装備に関してのアドバイスも的確ですので、
お気軽にご質問ください。

ドロミテ、アオスタ、オーストリアと現地を歩
いた経験がありますので、個人旅行もグルー
ププランもお気軽にご相談ください。今年は
スロヴェニアとチロルを組み合わせたツアー
を企画します。

夏、冬とスイスを拠点に現地でお客様のご案
内を致します。昨年はピレネーハイキングの添
乗も経験し、どんどん知識を吸収しガイディン
グに生かしています。アルプス&ピレネーで
皆様をお待ちしております。

●東京本社
●総合旅行業務取扱管理者 ●東京本社 ●ツェルマット支店

●東京本社
●総合旅行業務取扱管理者

津久井 加代子小瀬 信広 神﨑 裕一 河野 健太郎
Tsukui KayokoKose Nobuhiro Kanzaki Yuichi  Kono Kentaro

アルプスウェイ
お申込みのお客様
にプレゼント

●アルプスウェイオリジナルUSBメモリー
パッケージツアーに参加のお客様は
ハイキング中にスナップ写真を撮影し
USBメモリーに記録して現地でお渡しします。
※ご夫妻又はご家族の場合は 1つお渡しします。

フェロートラベル・オリジナル
バッグをプレゼントします。
コンパクトに折りたため、
収納力抜群です。

ご旅行の解除 取消料
お申込み（旅行契約成立）の日以降、ご出発の31日前まで 企画料金（注）相当額分。

旅行出発の前日より起算して30日目から3日前まで 旅行代金の20%

旅行出発の3日前から当日まで 旅行代金の50%

旅行開始後及び無連絡不参加の場合 旅行代金の100%

※お客様の都合でご旅行を取り消される場合のキャンセル料は右の通りです。
　募集型企画旅行の条件とは異なりますのでご注意ください。

旅行の変更について
お申込み後（手配着手後）の変更は 1項目につき5,000円の変更手数料となります。
変更出来かねる場合は変更違約金が別途発生する場合がありますので予めご了承ください。 
※その他の条件につきましては別途お渡しする旅行条件書をご覧ください。
※お客様のご都合による変更・取消の場合、返金に伴う振込手数料はお客様負担とさせていただきます。

（注）企画料金について
企画料金とは、お客様のご希望に沿い弊社が専門店のノウハウを駆使して作成した
企画に対する作成手数料です。お申込み後にご旅行を取り消される場合は取消料と
させていただきます。

アルプスウェイのオーダーメイドプラン

※弊社方針として、往復の航空券、現地の移動手配、ホテル予約を一括でご提供する包括
旅行のみの取り扱いとなります。航空券はお客様自身で現地のみを弊社にてという手配は受
け付けておりませんので予めご了承ください。

1名様からグループ旅行まで、お客様のご希望に合わせたプランをご提案し、
旅を作り上げていくのがオーダーメイドプランです。ぜひ、アルプスウェイにご相談ください。

少人数でご案内する弊社パッケージツアーを、ご夫婦のみ、お仲間だけのみの貸し切
りツアーにする事やご希望に合わせて一部変更や追加をするプランも可能です。弊社
スタッフが添乗兼ガイドとして同行する安心で快適なご旅行をプランニングします。

プライベートガイド付きのグループ旅行もお任せください。

1 フライトの
仮予約

オーダーメイドプランの航空券予約はとても重要です。
最適なフライトを決定します。無料でフライトの仮予約をします。

2 来社日予約 ご来社日時をご予約ください。

3 旅行相談 アルプスウェイスタッフと旅行日程について具体的に計画します。

4 見積作成
日程表と旅行費用見積書を作成します。見積りは、1組 1件目は無料、
2件目からは 1件につき 1000円の見積り手数料をいただきます。
※旅行代金に含まれます。

5 申込書類
一式送付 予約確認書、申込書、海外旅行保険申込書等の書類を送付します。

6 お申し込み
旅行参加申込書、海外旅行保険申込書等の書類を返送。
申込金（お一人様50,000円）のお振込みをお願いします。
（申込金は旅行代金に充当）

7 海外旅行
保険

海外旅行保険のご加入希望の方は、遅くとも出発の 1ヵ月前までに
申込書を弊社宛にご郵送ください。

8 残金の
お支払い

残金のご請求書をお送りします。
ご旅行出発の前日から起算して 45日前までにお振込みをお願いします。

9 最終確定
書類送付

旅行手配終了後、出発の約 2週間前までに最終確定の日程、空港受付
案内等を含む資料一式を送付します。ご希望の方には、出発前説明会
を行いますので、来社日のご予約ください。

10 出発 出発空港の指定カウンターにて受付してください。
パスポートをお忘れなく。

プランニングからご出発まで（受注型企画旅行となります） 移動方法と旅行の時期にご注意ください

イタリアやオーストリアでは、鉄道会社、
路線バス等相互間での連携システムが確
立されていない為、荷物を送ることができ
ないので移動には注意が必要です。また、
ホテルも6月から9月の限定営業、オフシー
ズンには運休もあるので時期の考慮は旅行
の設定の上で非常に重要となります。

お打ち合わせの開始は早ければ早い程良いのですが遅くとも出発希望日の 2ヵ月前ま
での計画をお薦めします。夏の繁忙期のご旅行なら6ヵ月前でも早すぎることはありま
せん。まずは、航空機の座席を仮予約をしていただき、その後じっくりと旅行内容を
打ち合わせしましょう。

※繁忙期のプライベートガイドは確約できない場合もございますので　お早めにお問い合わせください。

旅行計画はお早めに

P r e s e n t !

北イタリアのハイキング専門店アルプスウェイでは、ドロミテ西
部のコルチナダンペッツォに拠点を設けてお客様をご案内してお
ります。アルプスウェイの日本人スタッフが、コルチナ周辺のハ
イキングガイド､ 滞在中のフォローアップまで親切丁寧に対応致
します。（アルプスウェイのお客様限定）

場所： コルチナダンペッツォ･ホテルトリエステ内
住所： Via Majoni.28 I-32043 Cortina d`Ampezzo, Italy　Tel： +39（国番号）-0436-2245
※現地スタッフは、弊社ツアー催行時に駐在致します。 ※ドロミテツアー催行時以外や、アオスタツアーで添乗員が同行しない。
オーダーメイドプランのお客様の緊急時には、弊社スイス・ツェルマット支店にて対応致します。
Fellow Travel Alpsway AG, Zermatt Switzerland　Tel： +41（国番号）-27-967-5257

アルプスウェイ・ドロミテ連絡所（コルチナダンペッツォ）

ホテルトリエステ



もう一つのヨーロッパアルプスの魅力が凝縮された北イタリアのドロミテ地方と
ヴァレアオスタ地方、そしてロンバルディア地方の最北地点。
アルプスの南側ならではの迫力ある景観をたっぷりと
周辺隣国と組み合わせた周遊ツアーではなく、
この地域だけに焦点を絞って奥深くじっくりと歩ける
少人数制のアルプスウェイ特選ツアーでご案内いたします。
北イタリアを隅々まで熟知したガイドサービスでぜひご体験ください。

Dolomiti &
Valle d’Aosta [Italy]
ドロミテ &ヴァレアオスタ ［イタリア］
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カレッツァ湖

アルプスウェイがパイオニアとして開拓してきた一押しのドロミテコース。

世界遺産に指定されている広大なドロミテ山塊をコルチナダンペッツオを中心

にベネト県、トレンティーノ県、ボルツァーノ県そしてブレンタ・ドロミテ地区

まで点在する名峰、湖水、そして魅惑の渓谷の数々までたっぷりと巡ります。

また、ヨーロッパ 4大名峰と古代ローマの山岳拠点の軌跡を訪ねるヴァレア

オスタコースでは、モンテビアンコ、モンテチェルビーノ、モンテローザ、

グランパラディソの 4,000m級の変化に富んだ絶景ルートをじっくりと少人数

限定（1班 12名以内）の専門特化した上質のツアーでご案内いたします。

ドロミテ

ドロミテ　トレチーメ

シュクルイ湖



ファルカデ

ドロミテ街道

至インスブルック

シウジ高原

パレディサン
マルティーノ

サッソルンゴ
（3181m）

ラテマール
（2842m）

マルモラーダ
（3343m）

カレッツァ湖

ガルディナタール

ベルベデーレ

サン ペリグリーノ峠

サンマルティーノ

チャンペディエ

コントリン小屋

カナツェイ

ガルディナ峠

セラ峠

オルティゼイ

ヴィオレッタ小屋
ボルツァーノ

ノーヴァレヴァンテ

コスタルンゴ峠

フェダイア湖

ファリエ小屋

モエナ

ドロミテ街道

ラテマール
（2842m）

カレッツァ湖

チ

コント

カナツェイカナナツ

ヴィオレッタ小ヴィオレッタ
ボルツァーノァーノ

ノーヴァレヴァンテ

コスタルンゴ峠

パレディサン
マルティーノサンマルティーノ

ファルカデ

マルモラーダ
（3343m）

サンペリグリーノ峠

ントリン小屋

ダ

フェダイア湖

ファリエ小屋

ントリン

タール

ガルディナ峠

セラ峠

チャンペディエ

小屋
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かつてドイツとイタリアを繋ぐ重要な通商ルートとし
て役割を果たしたドロミテ街道は､ 西は南チロルの
古都「ボルツァーノ」を起点に､ 東はドロミテの真
珠「コルチナダンペッツォ」まで、南北約 120km
東西約 180kmと雄大なドロミテ山群を縫って走る、
風光明媚かつ見所満載の魅惑のアルペンルートです。

北イタリアのハイキング専門店アルプスウェイでは、ドロミ
テ西部のコルチナダンペッツォに拠点を設けてお客様をご案
内しております。アルプスウェイの日本人スタッフが、コル
チナ周辺のハイキングガイド､ 滞在中のフォローアップまで
親切丁寧に対応致します。（アルプスウェイのお客様限定）

場所： コルチナダンペッツォ･ホテルトリエステ内
住所： Via Majoni.28 I-32043 Cortina d`Ampezzo, Italy　Tel： +39（国番号）-0436-2245
※現地スタッフは、弊社ツアー催行時に駐在致します。 ※ドロミテツアー催行時以外や、アオスタツアーで添乗員が同行しな
い。オーダーメイドプランのお客様の緊急時には、弊社スイス・ツェルマット支店にて対応致します。
Fellow Travel Alpsway AG, Zermatt Switzerland　Tel： +41（国番号）-27-967-5257

ドロミテ街道

世界的に有名なトレチーメを歩いて1周する
ドロミテ一の人気ルート｡ 誰でも気軽に歩け、
景色もよく、花々も豊富。違った角度から
様々な表情をした山容が間近に迫ります｡
赤い山肌のクローダロッサ（3139m）や碧
く美しいミズリーナ湖の展望も楽しめます。
初級のお客様は途中で引き返す事も可能、
ミズリーナ湖畔の散策もお薦めです。

街中から専用車で約 30分のストュアがス
タート。ダンペッツォ谷に位置するハイキ
ング可能な国立公園の一つで、小川に沿っ
てサラータ渓谷を登りきると、際限なく広
がる青空に抜けるような開けた台地に到
着。正面に名峰クリスタッロを遠望する地
元の人しか歩かない穴場スポットです。

サッソルンゴ峰をサッソルンゴ山頂駅から
西側の下山コースからスタート。反対側に
降りるとシリアール山と緑眩いシウジ高原
が見渡せます。後半はガルディナ渓谷とガ
イスラー山群を眺めながら再びセラ峠付近
まで周回します。サッソルンゴの迫力と刻々
と変わるドロミテ渓谷の景観が魅力です。

サンマルティーノからゴンドラを乗り継ぎ
ロゼッタへ。大迫力の岩峰を間近に望みな
がら、パレ・ディ・サンマルティーノ山塊の
核心部を歩く周回コースにご案内します。
周辺には別の角度からサンマルティーノ
山塊を望む南側のカナリ渓谷やサンマル
ティーノの谷を挟んだトグノラエリアなどバ
ラエティに富んだハイキングコースが整備
されています。

ミズリーナ湖&トレチーメ 周遊 サラータの谷 周遊ハイキング

セラ峠～サッソルンゴ周遊アルプスウェイ・ドロミテ連絡所（コルチナダンペッツォ） サンマルティーノ周遊

コルチナ・セスト地区

ポルドイ峠・セラ地区 サンマルティーノ・地区

1 レベル 1・2
約 3～4時間 2 レベル 2・3

往復 約 5時間

7 レベル 2・3・4
周遊約 4時間 30分 8 レベル 3・4

約 5～6時間

Dolomiti
ドロミテ

山塊の美しさが認められて2009年7月世界遺産に登録されたドロ
ミテ山群。カルストが浸食され氷河に削られた断崖絶壁が特徴で
壮大に続く美しい景観がハイカーを魅了します｡ 最高峰3,343 m

のマルモラーダをはじめとした数々の名峰を望みながら、無数に広
がる絶景のハイキングコースヘ､ 専用車、バス､ ケーブル等交通
機関を駆使しながら雄大なドロミテハイキングの旅へと誘います。

壮大なドロミテ山群を楽しむ、
アルプスウェイ・
ドロミテハイキングの旅。

ホテルトリエステ
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ハイキングレベルは、P03をご参照ください。

バディア渓谷をコルバラからブル二コ方面
へ北上すると名峰サッソ・デラ・クローチェ
の麓、バディア村が見えてきます。名峰サッ
ソデラクローチェと 白い山岳教会の調和
した景色は必見です。セラ、マルモラーダ、
ファネス、サッソリガイスなどドロミテの名
峰も美しく見えるエリアです。

コルバラから出るゴンドラでセラ山群と反対
側の山上の牧草地コルアルトへ上がりコル
バラに下るのどかなコースです。対面にセ
ラ山群を眺める風景の中、花畑になる牧
草地のコースは誰もが楽しめるコース。お
昼は山上のレストランで郷土料理のランチ
がお薦めです。

コルチナからバスで 30分のジャウ峠からス
タート｡ 変化に富むクローダダラーゴ峰山
麓を進み､ ジアウのコルを越えて花畑の中
のコースを周遊します。最後の風景クロー
ダダラーゴ直下に佇む湖と､ 背後に広が
るコルチナの町は印象的。湖畔の小屋から
は急な林間コースの下りの為、ジープタク
シーにて下山する事をお薦めします。

ドロミテ山群の中心セラ山群の最高地点が
ピッツボエ（3,152m）です。ポルドイ峠
からロープウェイでサッソポルドイ山頂に
上がり、そこから見えるセラ山頂の小屋を
目指して片道約 2時間のピークハントで
す。雪渓の残るトレイルと岩の階段を登れ
ば山頂から 360度の絶景が待っています。

ヴィーゴディファッサ山麓のポッツァからゴン
ドラとリフトを乗り継いでヴァルヴァチンの
稜線へ上がり、左側にサッソルンゴやセラ
山群、正面にはマルモラーダ西壁の展望が
広がる絶景パノラマコース。足元には小さ
な花が咲き、全てが詰まった満足度の高い
ルートです。下りはそのままカナツェイ隣の
アルバの町へ下山します。

ポルドイ峠裏のコルを越えるとドロミテ最高
峰マルモラーダ（3,343m）が正面に現れ
ます。遠くにはペルモ､ チベッタの名峰、
裏にはセラ山群が聳える展望の中､ マル
モラーダを眺めながらフェダイア湖へ向
かって続くパノラマコース。到着後はリフ
トでマルモラーダの中腹に上りましょう。

オルティゼイの街からゴンドラで上がると緑
眩いパノラマが広がります。サッソルンゴや
名峰シリアン・シリアールを見ながらの緩や
かな高原ハイキング。リフトも利用しウィリア
ム小屋へ。サッソピアット小屋まで登りきる
と反対側にマルモラーダが大きく現れます。
そこから登頂や稜線上のパノラマルート等、
様々なアレンジが可能。優しい風景のドロミテ
に出会える、リピーターにお薦めエリアです。

アレゲからゴンドラとリフトで花畑が広がる
バルディ高原ヘ、ハイキングで岩の中の小
道をゆっくり上がると小屋を経由して名峰チ
ベッタを映す美しいコルダイ湖が現れます｡
チベッタの美しさと花が魅力のアレゲ一美
しいコースです。
※健脚向けコースでは、チベッタの岩壁直下を歩く縦走
コースにご案内します。

クローダダラーゴ周遊ハイキング コルアルト～コルバラ サッソポルドイ～ピッツボエ登頂

西ドロミテ パノラマハイキング ポルドイ峠～マルモラーダ展望～フェダイア湖シウジ高原上ハイキング チベッタ山麓～コルダイ湖～アレゲ

教会～ラ・ヴィラ～コル・アルト

コルバラ・アルタヴァディア地区ポルドイ峠・セラ地区

マルモラーダ・チベッタ地区ファッサ・カレッツア地区

3 レベル 2・3
約 4～5時間 4 レベル 2

約 3～4時間 6 レベル 3・4
約 2～3時間

10 レベル 2
約 2時間 30分 11 レベル 2・3

約 2時間 30分9 レベル 2・3
約 4～5時間 12 レベル 2

往復 約 3時間

5 レベル 2・3
約 4～5時間
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ドロミテ西の玄関口「ボルツァーノ」から東の「コルチナ・ダンペッツォ」
までドロミテ街道を横断。名峰「カティナッツォ」山麓の素朴なヴィーゴ
ディファッサの村にも滞在し、出会えるチャンスの少ない名峰「ラテマール」
を映す神秘のカレッツア湖、「サッソルンゴ」「セラ山群」「マルモラーダ」「ト
ファーナ」「クローダダラーゴ」「トレチーメ」など、ドロミテの名立たる名
峰を巡るスペシャルコースです。

ポルドイ峠の快適な山岳ホテルに滞在するのは当コースならでは。セラ山上のサッソポ
ルドイ展望台へのアクセス抜群、外せない絶景ポイントです。ドロミテ最高峰マルモラー
ダを正面から望みチベッタなどの名峰をも楽しめる人気ルートのスタート地点、そのメリッ
トを存分に活用します。移動途中にはセラ峠から立ち乗りゴンドラでサッソルンゴに接近
した後はサッソルンゴ山麓周遊トレイルへもご案内します。

ドロミテ街道の山旅スタートに最もふさわしいのが西に位置するカティナッツォ山群、真っ
赤に染まる朝焼けとの出会いです。この山群を構成するローゼンガルテン、ヴィオレット、
ラールセックの 3大峰が織り成す大迫力を間近に感じながら歩けることがヴィーゴディ
ファッサの村に泊まる最大の魅力です。周辺に位置する名峰サッソルンゴ、セラ山群、
マルモラーダ、モンゾーニに並ぶ西ドロミテの絶品景観です。

絶景のポルドイ峠に滞在、
周辺のハイキングコースへ効率よくご案内

すでにドロミテ・エリアを訪れたハイカーにも
新たな感動の西ドロミテの名峰群

成田発 AI11DA 中部発 AI11DA N　関空発  AI11DA K 出発日
¥438,000 ¥443,000 6/20（水）
¥442,000 ¥447,000 9/3（月）

日程 内容・食事・宿泊地

1 午前：成田・中部・関空発  ミラノへ　（途中降機地あり）　夕刻：ミラノ着。アルプスウェイスタッフが空港でお出迎えし、専用車  にてボルツァーノへ移動します。
夜：ボルツァーノのホテルにチェックインします。

2
午前：ロープウェイ・列車を乗り継ぎレノン高原へ。モレーンの侵食によって形成された特徴的な土柱「ピラミディ・ディ・テッラ」や、その後方にはセラ山、マルモラーダなど
ドロミテの名峰がずらりと並ぶ風景を一望できる展望エリアへの軽ハイキング。いよいよドロミテの旅が始まります。【歩行：約 1時間　歩行標高差：登り下り殆どなし】
午後：専用車  にて風光明媚なドロミテ街道を東へ、カレッツァ湖を経由してヴィーゴディファッサへ移動します。

3
路線バス・ゴンドラ・リフトを乗り継いでヴァルヴァチンへ。マルモラーダ西壁、セラ山、サッソルンゴを眺めながら絶景の快適な稜線歩きをチャンパックまで楽しみます。
アルバから路線バスでヴィーゴディファッサへ。【歩行：約 2.5時間　歩行標高差：登り約 60m　下り約 260m】
午後：ヴィーゴディファッサ村の散策タイム。希望者はヴィーゴディファッサからチャンペディエ展望エリアへご案内します。

4
朝：専用車  にてカンピテッロへ移動。※大きな荷物はそのまま次の宿泊地ポルドイ峠へ搬送します。カンピテッロからロープウェイでコルロデラ展望台へ。
まずはセラ峠に向かってのんびりハイキング。立ち乗りゴンドラでサッソルンゴの展望台観光。下山後、左手にサッソルンゴ、右手にお花畑、
セラ山を眺めてコミチ小屋への山麓周遊ハイキングを楽しみます。【歩行：約 4時間　歩行標高差：登り約 100m　下り約 200m】

5
ポルドイ峠からセラ山に伸びるロープウェイでサッスポルドイ展望台（2,950m）へ。ドロミテ山群の展望を満喫した後は、ポルドイ峠からハイキングスタート。
右手にマルモラーダやフェダイア湖を見渡しながら展望の良いルートをたどりアラッバ方面へ。展望もお花も思う存分満喫できる絶景の人気コースです。
アラッバへはロープウェイで下山後、路線バスでポルドイ峠へ戻ります。【歩行：約 4時間　歩行標高差：登り約 240m　下り約 20m】

6
朝：専用車  にてファルツァレゴ峠を経由してコルチナ・ダンペッツォへ移動。※大きな荷物はそのまま次の宿泊地のコルチナ・ダンペッツォへ搬送します。
途中のファルツァレゴ峠でロープウェイを利用しラガツォイ展望台へ（2,752m）。トファーナ 3山、クローダダラーゴ、マルモラーダなど、360度さえぎるもののない
ドロミテ大展望を山頂までの見晴らしのよい軽ハイキングで楽しみます。【歩行：約１時間　歩行標高差：登り約 50m　下り約 50m】
午後：コルチナ・ダンペッツォ到着後、希望者はコルチナ・ダンペッツォの町を見渡すトファーナ展望台へご案内。

7

～

9

コルチナ・ダンペッツォを起点に周辺のハイキングコースへご案内します。
●専用車にてミズリーナ湖を経由してトレチーメへ。ドロミテNo.1の人気を誇るトレチーメ周遊ハイキングへご案内します。【歩行：約 4時間半　歩行標高差：登り約 150m　下り約 150m】
●路線バスにて約 30分、マルモラーダを望むジアウ峠からハイキングスタート。チベッタやペルモの名峰の展望とお花畑を満喫しながらクローダダラーゴを回り込んで湖畔の山小屋へ。【歩行：約 3.5時間　歩行標高差：登り約 120m　下り約 250m】
●チンクエトーリやアヴァラウなど奇岩が立ち並ぶチンクエトーリ周辺のハイキングへ。トファーナ・ディ・ローゼスが正面に聳えます。【歩行：約 3時間　歩行標高差：登り約 200m　下り約 300m】
※滞在中 1回は地元の食材を生かしたお料理が自慢の「アグリツーリズモ」での夕食へご案内します。

10 早朝：コルチナ発  専用車にてベニス空港へ。午前：ベニス空港  成田・中部・関空の各空港へ。（途中降機地あり）

11 朝・午前：成田・中部・関空着

募集人員： 12名限定　最少催行人員： 8名　食事： 朝9回、昼0回、夕8回　利用航空会社： スイス インターナショナル エアラインズ、ルフトハンザ ドイツ航空、オーストリア航空、フィンランド航空、アリタリア-イタリア航空
利用予定ホテル： シェラトン（ボルツァーノ）、コロナ、ドラシーラ（ヴィーゴディファッサ）、サヴォイア山岳ホテル（ポルドイ峠）、トリエステ（コルチナ・ダンペッツォ）

ヴィーゴディファッサ泊

ヴィーゴディファッサ泊

ポルドイ峠泊

ポルドイ峠泊

コルチナ・ダンペッツォ泊

コルチナ・ダンペッツォ泊

機中泊

※現地到着時のミラノ空港から帰国時のベニス空港までアルプスウェイスタッフが添乗兼ガイドで同行します。※山岳ホテルには各部屋にトイレ・シャワーが完備されています。※成田空港発着が羽田空港発
着となる場合があります。

ポルドイ峠

トレチーメ

カレッツァ湖

Dolomiti A
ドロミテAコース 8名催行 12名限定

ボルツァーノ泊

※料金は2人部屋利用での1人分の代金です。
※燃油サーチャージ目安は2017年11月現在¥17,200～¥23,600
※1人部屋追加料金は¥45,000（シングルルーム）、¥72,000（ツインのシングルユース）です。
　通常シングルルームはシャワーのみとなります。部屋数に限りがあるためご案内できない場合もございます。
※ツインルーム利用時でもホテルによってはシャワーのみとなる場合があります。
※日本各地からの国内線が特別料金（往復¥10,000～）にて利用可能です。
※ビジネスクラスは特別料金（往復¥340,000～）、プレミアムエコノミークラスは特別料金（往復¥130,000～）
　利用可能です。ご希望のお客様はお問合せください。
※日程表に記載したハイキングコースや日中の行動、天候、残雪、ルート・コンディションなどにより変更となる場合があります。
　従って行動時の山岳交通機関の交通費は旅行代金に含まれず、現地にて実費購入となります（目安：約200ユーロ）。
※含まれていないお食事（昼・夕）は同行スタッフが実費（目安合計：約180ユーロ）にてご案内します。

魅惑のドロミテ街道に聳える
名峰と湖水をおしみなく歩く
ドロミテハイキング・ハイライト11日間



日程 内容・食事・宿泊地

1 午前：成田・中部・関空発  ベニスへ　（途中降機地あり）夕刻：ベニス着。アルプスウェイスタッフが空港でお出迎えし、専用車  にてコルチナ・ダンペッツォへ移動します。
夜：コルチナ・ダンペッツォのホテルにチェックインします。※到着日は軽夕食です。

2

～

4

コルチナ・ダンペッツォを起点に周辺のハイキングコースへご案内します。
●専用車にてミズリーナ湖を経由してトレチーメへ。ドロミテNo.1の人気を誇るトレチーメ周遊ハイキングへご案内します。【歩行：約 4時間半　歩行標高差：登り約 150m　下り約 150m】
●路線バスにて約 30分、マルモラーダを望むジアウ峠からハイキングスタート。チベッタやペルモの名峰の展望とお花畑を満喫しながらクローダダラーゴを回り込んで湖畔の山小屋へ。
【歩行：約 3時間半　歩行標高差：登り約 120m　下り約 250m】
●ファルツァレゴ峠へ路線バスで向かい、ロープウェイでラガツォイ展望台へ。パノラマを満喫した後は、トファーナ・ディ・ローゼスに向かって歩き始めます。
そそり立つ岩壁直下の高度感のある絶景ルートをたどりディボナ小屋へ。【歩行：約 4.5時間　歩行標高差：登り約 100m　下り約 400m】
※滞在中 1回は地元の食材を生かしたお料理が自慢の「アグリツーリズモ」での夕食へご案内します。

5
朝：専用車  にてチンクエトーリ山麓へ移動。※大きな荷物はそのまま次の宿泊地のコルバラへ搬送します。
リフトでチンクエトーリ山麓のスコイアットリー小屋へ。目の前に奇岩チンクエトーリとトファーナ・ディ・ローゼスを望む絶景ロケーション。アベラウ直下を経由して
ファルツァレゴ峠までのハイキング。【歩行：約 2時間半　歩行標高差：登り約 160m、　下り約 300m】　ファルツァレゴ峠から専用車  にてサンカッシアーノへ。
ゴンドラで高原へ上がりコルバラのコルアルトまでお花畑の中のパノラマハイキングを楽しみます。【歩行：約 2時間半　歩行標高差：登り約 100m　下り約 100m】

6 路線バスにてガルディナ峠へ。コルバラに向かってセラ山塊の眺めとお花畑を満喫しながらコルバラへ下ります。【歩行：約2.5時間　歩行標高差：登り約130m　下り約600m】

7
朝：専用車  にてポルドイ峠へ移動。※大きな荷物はそのまま次の宿泊地のアレゲへ搬送します。
ポルドイ峠からハイキングスタート。右手にマルモラーダやフェダイア湖を見渡しながら展望の良い道をたどり、マルモラーダ山麓のフェダイア湖へ下ります。
【歩行：約 3時間　歩行標高差：登り約 240m　下り約 400m】　フェダイア着後、立ち乗りリフトでマルモラーダ中腹のフィアッコーニ小屋へとご案内します。
マルモラーダの氷河が目の前に迫り、セラ山、サッソルンゴなど名峰の大パノラマをたっぷりと楽しみます。下山後は専用車  にてアレゲのホテルへご案内します。

8
ゴンドラを乗り継ぎバルディ高原へ。名峰ペルモを眺めながらまずは山上のコルダイ湖を目指します。屏風のようにそそり立つチベッタの岩壁を見上げながら、
その直下をトリエステ小屋まで縦走するロングコースに挑戦します。チベッタ山塊の大きさを目の当たりにしながらマルモラーダをも望む絶景の名ルートでドロミテの旅を締めくくります。
【歩行：約 8時間　歩行標高差：登り約 200m　下り約 1000m】

9 早朝：アレゲ発。専用車  にてベニス空港へ。午前：ベニス空港発  成田・中部・関空の各空港へ。（途中降機地あり）

10 朝・午前：成田・中部・関空着

募集人員： 12名限定　最少催行人員： 8名　食事： 朝8回、昼0回、夕8回（1日目の夜は軽夕食となります）　利用航空会社： スイス インターナショナル エアラインズ、ルフトハンザ ドイツ航空、オーストリア航空、
フィンランド航空、アリタリア-イタリア航空　利用予定ホテル： トリエステ（コルチナ・ダンペッツォ）、コルアルト、ポスタジルム（コルバラ）、ヨーロッパ、アレゲ（アレゲ）

1 0ALPSWAY 2018 / Dolomiti, Valle d’Aosta, Tirol, Salzburgerland, Pyrenees
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ハイキングレベルは、P03をご参照ください。

ドロミテ山塊の名峰を
じっくりと歩くドロミテ展望
ハイキング10日間

成田発 AI10DB 中部発 AI10DB N　関空発 AI10DB K 出発日
¥408,000 ¥413,000 6/30（土）
¥438,000 ¥443,000 7/21（土）
¥442,000 ¥447,000 8/23（木）

「トレチーメ」「クローダダラーゴ」「トファーナ」「セラ山群」「サッソルンゴ」
「マルモラーダ」「チベッタ」東ドロミテを代表する名峰を望むクラシック
ルートです。ドロミテの中心地コルチナ・ダンペッツォに4連泊後、南チ
ロルの静かな村コルバラに 2連泊、最後はチベッタ山麓のアレゲ湖畔
に佇む静かな村アレゲにも2連泊、ドロミテの人気コースです。

旅の前半はコルチナ・ダンペッツォに 4連泊のゆった
りハイキング。ドロミテを代表する周遊コース「トレチー
メ1周」、花と岩のコントラストが象徴的な「クロー
ダダラーゴ周遊」、コルチナに最も近い名峰トレチー
メの美峰ローゼス南壁直下を歩くコースなど、天候
やお客様の足並みに合わせて、所要約 4時間前後
のアルプスウェイとっておきの絶景コースへご案内
します。5日目にはドロミテ街道を西へと移動しコ
ルバラで2連泊。お花畑が広がる牧草地とセラ山群、
サッソンガーなどの展望を満喫します。

7日目にはドロミテ最高峰の氷河を抱くマルモラーダの正面と向き合いながらフェダイア
湖に下るパノラマコースへご案内。山腹を巻くように歩いて楽しむ絶景コースはお客様
にも大好評です。アレゲ湖畔の小さな村アレゲに移動し2連泊。天空へと聳える迫力
あふれるチベッタ峰が望めるアレゲ。バルディ高原からチベッタ峰を映すコルダイ湖を
経由してチベッタ直下を縦走するロングコースに挑戦して旅を締めくくります。縦走にご
不安の方は、コルダイ湖までの往復ハイキングも可能です。

コルチナからアルタバディアへ名峰展望ハイキング
南チロル・ドイツ語圏の村コルバラに滞在

ドロミテの女王「マルモラーダ」とチベッタ山麓を歩く

コルバラ泊

コルバラ泊

アレゲ泊

アレゲ泊

※現地到着時のベニス空港から帰国時のベニス空港までアルプスウェイスタッフが添乗兼ガイドで同行します。※成田空港発着が羽田空港発着となる場合があります。

マルモラーダ

セラ峠

サッソルンゴ
サッソデラクローチェ

マルガチャペラ

Dolomiti B
ドロミテBコース 8名催行 12名限定

コルチナ・ダンペッツォ泊

コルチナ・ダンペッツォ泊

機中泊

※料金は2人部屋利用での1人分の代金です。
※燃油サーチャージ目安は2017年11月現在¥17,200～¥23,600
※1人部屋追加料金は¥40,000（シングルルーム）、¥64,000（ツインのシングルユース）です。
　通常シングルルームはシャワーのみとなります。部屋数に限りがあるためご案内できない場合もございます。
※ツインルーム利用時でもホテルによってはシャワーのみとなる場合があります。
※日本各地からの国内線が特別料金（往復¥10,000～）にて利用可能です。
※ビジネスクラスは特別料金（往復¥340,000～）、プレミアムエコノミークラスは特別料金（往復¥130,000～）
　利用可能です。ご希望のお客様はお問合せください。
※日程表に記載したハイキングコースや日中の行動、天候、残雪、ルート・コンディションなどにより変更となる場合があります。
　従って行動時の山岳交通機関の交通費は旅行代金に含まれず、現地にて実費購入となります（目安：約200ユーロ）。
※含まれていないお食事（昼・夕）は同行スタッフが実費（目安合計：約150ユーロ）にてご案内します。

コルバラ



1 1 ハイキングレベルは、P03をご参照ください。

ドロミテの主要なルートはすでに歩いたという方にお薦めのドロミテ山群
制覇の旅です。ツアー前半はドロミテ山群でもあまり一般ツアー設定の
ない南東地区のサンマルティーノ・ディ・カステロッサ、南西地区のラテ
マール・プレダッツオ、そしてドロミテ山群の象徴ともいえる夕景のロー
ゼンガルデン西壁にも迫る景観をお楽しみいただきます。ツアー中盤～
後半は、ドロミテの名峰サッソルンゴ、シリアール、ガイスラー、ファネ
スなどをガルディナ峠、バディア渓谷との調和を楽しみながら、変化に
富んだ新しい風景に出会えるドロミテの絶景ロングコースを存分に歩い
ていただきます。ツアー最終はドロミテ山群の中心、セラ山群をピッツ
ボエ（3,152m）の登頂と縦走するご褒美も含まれています。

縦走ツアーでも景色の変化を厳選した歩行時間が最大で歩行時間約７時間、標高差約
800mまでを基準に設定しております。ツアー中に山小屋泊１回、山岳ホテル１回のみ
にしており、残りはホテル滞在にして日帰り縦走ルート、移動日を効率よく歩くことで快
適な山旅をお楽しみいただけるのが当ツアーの特徴です。

ドロミテ縦走ツアーの醍醐味と趣のある山村の滞在地も魅力的

日程 内容・食事・宿泊地

1 午前：成田・中部・関空発  ミラノ又はベニスへ（途中降機地あり）
夕刻：ミラノ又はベニス空港にてアルプスウェイスタッフがお出迎えし、  専用車にてサンマルティーノのホテルへご案内します。※到着日は軽夕食です。

2 サンマルティーノを起点に周辺のハイキングコースにご案内します。ゴンドラを乗り継ぎロゼッタへ。荒涼とした風景が広がるサンマルティーノ山塊の核心部を歩く
ラ・ロゼッタ登頂と周遊コースにご案内します。【歩行時間：約 6～ 7時間　歩行標高差：登り下り約 500m】

3
※１泊分の用意をザックに詰めて、大きなお荷物はオルティセイへ託送します。
午前：サンマルティーノ発、専用車にてプレダッツォへ。ゴンドラとリフトを乗り継ぎ、フェウド小屋へ。ラテマールの西側を縦走するパノラマハイキングにご案内します。
【歩行時間：約 3時間　歩行標高差：登り約 100m　下り約 300m】　オベルホルツ着後オベレッゲンまでリフトで下山。

 専用車にてカレッツァ湖を経由してカレッツァ峠へ向かいます。カレッツァ峠着後、リフトにてパオリーナ小屋へご案内します。

4
早朝：ご希望の方はカテナッツォの岩壁沿いを歩くローゼンガルテン小屋への往復ハイキングにご案内します。
午前：カレッツァ峠から路線バスを乗継ぎコンピテッロへ。着後ゴンドラにてコル・ロデッラへ登ります。サッソルンゴを正面に見ながらセラ峠まで下った後、立ち乗りゴンドラにてサッソルンゴの峠へ。
サッソルンゴ直下の谷を北側に下り、サッソピアットを回り込みシウジ高原を目指します。【歩行時間：約 5時間　歩行標高差：登り約 300m　下り約 800m】
最後はゴンドラにてオルティゼイの街へ下山します。

5 オルティゼイを起点に周辺のハイキングコースにご案内します。午前：路線バスにてシウジへ。ゴンドラに乗換え、標高 1,850mコンパッチまで上がります。
迫力ある名峰シリアールを眺めながら、緑眩いシウジ高原上のハイキングにご案内します。【歩行時間：約 3時間　歩行標高差：登り300m　下り約 300m】

6
午前：ゴンドラを乗り継ぎガイスラー山塊中腹のセチェーダへ。シウジ高原、セラ山塊などを望むガイスラー直下のパノラマルートをコルライゼルまで歩きます。【歩行時間：約 2時間半　歩行標高差：下り約 400m】
午後：ゴンドラにてサンクリスティーナに下山後、専用車にてガルディナ峠へ。コルバラに向かってセラ山塊と花畑を楽しみながら下りのハイキングにご案内します。【歩行時間：約 2時間半　歩行標高差：下り約 400m】
コルバラ着後、ホテルにご案内します。

7 コルバラを起点に周辺のハイキングコースにご案内します。路線バスにてバディアへ。リフトを乗り継ぎ、バディア渓谷を見守る教会が建つサンタクローチェへ。
サッソデラクローチェ山塊の麓からラ・ヴィッラ、そしてゴンドラ山頂駅からコル・アルトへ縦走します。 【歩行時間：約 5～ 6時間　歩行標高差：登り下り約 1,100m】

8
セラ山塊を縦走するピッツボエ（3,152m）登頂ルートにご案内します。
午前：ゴンドラとリフトを乗継ぎバロンへ。着後、フランツコストナー小屋経由でピッツボエを目指します。山頂からドロミテの大パノラマをお楽しみください。その後、サッスポルドイ展望台まで下山。
最後はロープウェイにてポルドイ峠の山岳ホテルへ下ります。【歩行時間：約 6時間　歩行標高差：登り約 750m　下り約 350m】

9 朝：ポルドイ峠発  専用車にてベニス空港へ。午前：ベニス空港発  成田・中部・関空の各空港へ。（途中降機地あり）

10 朝・午前：成田・中部・関空着

募集人員： 10名限定　最少催行人員： 8名　食事： 朝食8回／昼0回／夕食8回（到着日の夜は軽夕食となります。）　利用予定航空会社： アリタリア-イタリア航空、ルフトハンザドイツ航空、スイスインターナショナルエアラインズ、
オーストリア航空、フィンランド航空　利用予定ホテル： レジーナ（サンマルティーノ）、パオリーナ小屋（カレッツァ峠）、マリア、ヘル（オーディゼイ）、コルアルトヨーロッパ（コルバラ）、山岳ホテルサヴォイア（ポルドイ峠）

サンマルティーノ泊

カレッツァ峠泊

オルティゼイ泊

オルティゼイ泊

コルバラ泊

コルバラ泊

ポルドイ峠泊

機中泊

※現地到着時のミラノ又はベニス空港から帰国時のベニス空港まで、アルプスウェイのガイドが添乗します。※天候やコンディションによって危険と判断される場合は、コースや宿泊地が変更となる場合がございます。
※パオリーナ小屋は男女別相部屋となります。（トイレ・シャワー共同）※成田空港発着が羽田空港発着となる場合があります。

アラッバ

ボルドイ峠

アベラウ
フェダイア湖

カレッツァ湖

カレッツァ

サッソンガー
サッソデラ
クローチェ

ラガッツォーイ

インスブルック

コントリネス

ファルツァ
レーゴ峠

サッソルンゴ

シウジ
高原

セラ

チャンペディエ

オルティゼイ
ガルディナ渓谷

ファッサ渓谷

マルモラーダ

パレディ
サンマルティーノ

セラ峠

カナツェイ

ボルツァーノ

ガルディナ峠
コルフォスコ

ラヴィラ

バディア渓谷

コルバラ

ベルベデーレ

ブレダッツォ

サンマルティーノ
マルガチャペラ

カブリレ ペスクール

ノーヴァレ
ヴァンテ

ファネス小屋

パオリーナ小屋

サンマルティーノ泊

サンマルテーノ

シウジ高原 マルモラーダ展望

ピッツボエ登頂と
絶景のロングルートを歩く
ドロミテサークル10日間　Dolomiti C

ドロミテCコース 8名催行 10名限定

成田発 AI10DC 中部発 AI10DC N　関空発 AI10DC K 出発日
¥448,000 ¥453,000 7/10（火）

※料金は2人部屋利用での1人分の代金です。
※燃油サーチャージ目安は2017年11月現在¥17,200～¥23,600
※1人部屋追加料金は¥40,000（シングルルーム）、¥64,000（ツインのシングルユース）です。
　通常シングルルームはシャワーのみとなります。部屋数に限りがあるためご案内できない場合もあります。
※ツインルーム利用時でもホテルによってはシャワーのみとなる場合があります。
※日本各地からの国内線が特別料金（往復¥10,000～）にて利用可能です。
※ビジネスクラスは特別料金（往復¥340,000～）、プレミアムエコノミークラスは特別料金（往復¥130,000～）　
　利用可能です。ご希望のお客様はお問合せください。
※ツアーに含まれてない昼食は、ランチボックスやレストランへ実費にてご案内致します。
　およその目安は、合計 120ユーロ程度となります。
※ハイキング時の山岳交通費は全てツアーに含まれています。
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ハイキングレベルは、P03をご参照ください。

広大なドロミテ山群は何度訪れても未知なる風景に出会え、ハイカーの
心を永遠に離しません。フランス人科学者ドロミューによるイサルコ渓谷
でのドロマイト岩の発掘が今日のドロミテ山群の発祥です。歴史的にも
古代、中世そして近代と多大な影響を受けたブレッサノーネからスタート
します。ドロミテハイキングでもあまり訪れる機会のないもう1つの風景
のブリクセン渓谷、バディア渓谷、プステリア渓谷、セスト渓谷そして
国境を越えてオーストリアのリエンツァードロミテまでドロミテ山群のもう
一つの魅力を体験する山旅です。ドロミテの終盤はフリウリジュリア州の
ゾンコラン山などアルプスカルニケ山系を散策します。ドロミテの新た
な風景に出会う旅、未知なるドロミテの魅力をご堪能ください。

日程 内容・食事・宿泊地

1 午前：成田・中部・関空発  インスブルック又はミュンヘンへ（途中降機地あり）　夕刻：インスブルック又はミュンヘン着。アルプスウェイスタッフが空港でお出迎えし、
  専用車にてブレッサノーネへ移動します。　夜：ブレッサノーネ着、ホテルへチェックインします。※到着日は軽夕食です。

2 サンアンドレアからロープウエイを利用してヴァルクローセ展望へ。モンテプローセ、ガイスラー山群、氷河を頂くオーストリア山群を遠望するハイキングへご案内します。
【歩行：約 3時間　標高差登り約 300m　下り300m】　ドロミテの発祥、イサルコ渓谷の絶景と南チロルの古都ブレッサノーネの散策をお楽しください。

3 イサルコ渓谷パノラマハイキングへご案内します。イサルコ渓谷の大パノラマを満喫しながらロッサルム、ガブラーヒンターアルム、プッズヨッホ淵、ヴァケレー湖、
シャッツアーヒュッテの周回コースへご案内します。【歩行：約 4時間 30分　標高登り約 500m　下り約 500m】

4
朝：ブレッサノーネ発  専用車にてバディア渓谷経由でプラン・デ・コローネスへ移動。緑豊かなプステリア渓谷とブルニッコの街を見下ろす絶景ハイキングへご案内します。
【歩行：約 4時間　標高差登り約 350m　下り約 300m】　ドロミテ山群を南側に遠望しながら北側に位置するもう一つのドロミテの景観をお楽しみください。
ハイキング終了後は、  専用車にてプステリア渓谷を眺めながら秘境セスト村へ移動。途中、ブルニッコ、ドビアッコの街に立ち寄ります。
夕刻：セスト着、ホテルへチェックインします。

5
ドロミテの秘境、セスト渓谷とフィスカリーナ渓谷の絶景を満喫するセスト・クローダロッサ（2,965ｍ）～モンテクローチェのハイキングへご案内します。
奇岩トレチーメ（2999ｍ）を北側から眺めることもできます。【歩行：約 3時間　標高差登り約 100m　下り約 320m】
ハイキング終了後は、  専用車にてプステリア渓谷を東へ国境を越えてリエンツへ移動。ホテルチェックインをします。

6 ドロミテ山群東北部の山塊、東チロル州のリエンツァードロミテへ。ツェッタースフェスト山麓駅からノイアルプルゼーエン周回コースをご案内します。もう一つのドロミテをご体験ください。
【歩行：約 3時間、標高差登り約 220m　下り約 220m】　夕刻：ハイキング終了後は、リエンツの街散策をお楽しみください

7
専用車でドロミテンヒュッテ（1,616ｍ）へ移動します。美しいラゼルツゼーのそばに建つカールスバーダーヒュッテまでの絶景ハイキングへご案内します。
リエンツァードロミテの雄姿を存分にお楽しみください。【歩行：約 3時間 45分　標高差登り約 650m　下り約 650m】
ハイキング終了後、  専用車にて美しいドロミテ山群の夕景を満喫しながらフリウリジュリア・ヴェネチア州の都市ウーディネへ移動

8 ゾンコラン山などアルプスカルニケ山系のハイキングへご案内します。【歩行：約 3時間　標高差登り約 250m　下り約 250m】
ハイキング終了後はウーディネの街散策をお楽しみください。

9 朝：ウーディネ発  専用車にてクラーゲンフルト又はベニス空港へ。午前：クラーゲンフルト又はベニス空港着、搭乗手続きのご案内をいたします。
午前：クラーゲンフルト又はベニス発航空発  成田・中部・関空の各空港へ。（途中降機地あり）

10 午前：成田・中部・関空着

募集人員： 12名限定　最少催行人員： 8名　食事： 朝食8回／昼0回／夕食8回（到着日の夜は軽夕食となります。）　利用予定航空会社： スイス インターナショナル エアラインズ、ルフトハンザドイツ航空、オーストリア航空、
フィンランド航空、アリタリア-イタリア航空　利用予定ホテル：パークホテル、クララ（ブレッサノーネ）、セストナーホフ、アルペンローゼ（セスト）、ゴールドナー・フィッシュ、シュロスベルグホフ（リエンツ）、フリウリ、アレグリア（ウーディネ）

ブレッサノーネ泊

ブレッサノーネ泊

リエンツ泊

リエンツ泊

ウーディネ泊

ウーディネ泊

セスト泊

機中泊

※現地到着時のインスブルック又はミュンヘン空港から帰国時のクラーゲンフェルト又はベニス空港まで、アルプスウェイのガイドが添乗致します。※成田空港発着が羽田空港発着となる場合があります。

ドビアッコ

セスト
ブルニッコ

マランザ

ブレッサーネ

ウーディネ

ゾンコラン

リエンツァー・ドロミテ

リエンツ

トレチーメ
ガイスラー

プローゼ
クローダ・ロッサ

コルチナ
ダンペッツォポルツアーノ

プステリア渓谷

イ
サ
ル
コ
渓
谷

セスト渓谷

フィスカリーナ渓谷

↑インスブルック

↓ベニス

プラン・デ・コローネス

ヴァルクローチェ

AUSTRIA

イサルコ渓谷展望ハイキング

プランデコロネス　ハイキング

ウーディネ リエンツハイキング

ドロミテの発祥地イサルコ渓谷から
リエンツァードロミテ、ゾンコランまで
未知なるドロミテをじっくりと歩く旅10日間Dolomiti D

8名催行 12名限定

成田発 AI10DC 中部発 AI10DC N　関空発 AI10DC K 出発日
¥452,000 ¥457,000 6/12（火）
¥478,000 ¥483,000 8/29（水） 

※料金は2人部屋利用での1人分の代金です。
※燃油サーチャージ目安は2017年11月現在¥17,200～¥23,600
※1人部屋追加料金は¥40,000（シングルルーム）、¥64,000（ツインのシングルユース）です。
　通常シングルルームはシャワーのみとなります。部屋数に限りがあるためご案内できない場合もあります。
※ツインルーム利用時でもホテルによってはシャワーのみとなる場合があります。
※日本各地からの国内線が特別料金（往復¥10,000～）にて利用可能です。
※ビジネスクラスは特別料金（往復¥340,000～）、プレミアムエコノミークラスは特別料金（往復¥130,000～）
　利用可能です。ご希望のお客様はお問合せください。
※ツアーに含まれてない昼食は、ランチボックスやレストランへ実費にてご案内致します。
　およその目安は、合計120ユーロ程度となります。
※日程表に記載したハイキングコースや日中の行動は、天候、残雪、ルート・コンディションなどにより変更となる場合があります。
　従って行動時の山岳交通機関の交通費は旅行代金に含まれず、現地で実費購入となります（目安：約150ユーロ）。

ブレッサノーネ泊

ドロミテDコース
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アダメッロ

チェべダレ

チマ・ブレンタ

チマ・トサ

グランゼブル

オルトレス

ミラノ↓

↑インスブルック
　メラーノ

ティラノ

サンタカテリーナ

トラフォイ

ポンテ・ディ・
レーニョ

トナーレ峠

ガヴィア峠

ステルビオ峠

SWITZERLAND

ボルミオ

ゾルダ

マドンナ・ディ・
カンピリオ

ブレンタドロミテとアダメッロ氷河から
オルトレス山塊までロンバルディア州と
トレンティーノ・アルトアディジェ州の
至高の名峰を訪ね歩く旅11日間

Dolomiti E
ドロミテEコース 8名催行 10名限定

北イタリアの特別企画として日照時間が長く、高山植物咲き乱れる欲張りな夏シーズン。天空高く孤高の雄姿、
オルトレス山の角度を変えて迫ります。北イタリアアルプスの新な発見にかならず出会える旅です。

ドロミテをすでに体験されたリピーターにイタリア
最大のアダメッロ氷河群と牧歌的な南チロル地方
まで歩ける未知なるもう1つのイタリアンアルプス
をご提案いたします。
北イタリアとオーストリアの国境付近には、東側の
ドロミテ山群は勿論、西側のロンバルディア州、至
高のオルトレス山塊など未知なるヨーロッパアル
プスの珍しい絶景山岳エリアが点在しています。ト
レンティーノ・アルトアディジェ州ではトレンティー
ノ地方を代表するブレンタドロミテ &アダメッロ氷
河、プレザネーラ氷河エリア、そしてお隣のロンバ
ルディア州にまたがるオルトレス &ステルヴィオの
両国立公園の 3つの大きな地区を全て体験するツ
アープログラムです。今まで日本からのツアーが
ありませんでしたが、1度は訪れてみたい本格的な
トレッキング、ハイキングで、イタリアとオーストリ
ア国境に近い秘境の地を訪ね歩く旅です。ヨーロッ
パの他の有名リゾートをすでに歩かれた海外トレッ
キング経験の豊富な方々にもぜひ訪れていただき
たいエリアです。

スペシャルツアー

ゾルダからのオルトレス

ブレンタドロミテ
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「食」を楽しむことは「イタリアを
知る」上で一番の近道。アルプス
ウェイでは、北イタリア（ヴァッ
レ・アオスタ、ロンバルディア、ト
レンティーノ=アルト・アディジェ、
ヴェネト、ピエモンテ州など）の山
岳地方を中心にハイキングへご案内
しています。まずは、レストランの
種類から、ゆっくり食事をしたい
時は、リストランテ（高級店）、ト
ラットリア（家庭料理）でカメリエー

レ（給仕係）がいて、オーダーから
支払いまで全てテーブルで済ませま
す。オーダーはイタリアの習慣どお
り、リスタ（メニュー）からアン
ティパスト（前菜）やインサラータ
（サラダ）、プリモ・ピアット（パス

タやリゾット）、セコンド・ピアッ
ト（肉か魚）を順番に選択していき
ます。ホテルの夕食も気軽ですが、
１日くらいは、外で食事もいかがで
しょう。特にローカルな雰囲気が味
わえるトラットリアは、お薦めです。
昼食は、ハイキング途中に立ち寄る
リフッジョ（山小屋）でパスタ料理
や野菜スープ、団子入スープなどの
郷土料理が楽しめます。スイスや
オーストリアと隣接した地域では、
言語同様、両国のミックスされた料
理を味わうことができます。そんな
山小屋に行ったら、迷わず、隣国の
メニューをチョイスしてください !

アルコールのお好きな方は、フラン
スより出荷数の多いと言われる北イ
タリア原産のワインも忘れずにどう
ぞ。イタリア人の陽気さ、暖かく迎
えいれてくれるホスピタリティの高
さ、コミュニケーションなど加わり
として満足の高い「旅」に演出して
くれます。これぞ、人と触れ合える
イタリア旅の醍醐味です。

【北イタリアの代表的な料理】
グラーシュスープ（肉野菜）、ミネス
トローネ（野菜）、クヌーデルスープ（団
子）、パスタ全般、ピッツォッケリ（そ
ば粉バスタ）、カズンツェイ（赤カブ
のラビオリ）、ミラノ風カツレツ、リ
ゾット、ポレンタ（すりつぶしとうも
ろこし）、ニョッキ、ピステッカ（ステー
キ）、カイザーシュマーレン、

●乾燥肉 : ブリザオラ（牛肉のハム）、
プロシュットクルード（生ハム）、プ
ロシュットコット（加工ハム）、スペック
（スモークハム）、パンチェッタ（豚の
ばら肉）、サラメ（サラミ）

●チーズ : パルミジャーノ、タレッ
ジョ、ゴルゴンゾーラ、フォンティーナ、
リコッタ、ペコリーノ、マスカルポーネ

【ワイン】
バローロ、バルバレスコ、ソアヴェ、
ヴァルポリチェッラ、ピノグリッジョ、
ピノネロ、シャルドネ、メルロー、ア
マローネ
●アルコール飲料： プロセッコ、グ
ラッパ、スピリッツ・アペロール、ボ
ンバルディーノなど
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Amore, Mangiare, Cantare
（愛して、食べて、歌う!）

成田発 AI11DE 中部発 AI11DE N　関空発 AI11DE K 出発日
¥462,000 ¥467,000 8/20（月）

※料金は2人部屋利用での1人分の代金です。
※燃油サーチャージ目安は2017年11月現在¥13,400～¥23,600
※1人部屋追加料金は¥45,000（シングルルーム）、¥72,000（ツインのシングルユース）です。
　通常シングルルームはシャワーのみとなります。部屋数に限りがあるためご案内できない場合もあります。
※ツインルーム利用時でもホテルによってはシャワーのみとなる場合があります。
※日本各地からの国内線が特別料金（往復¥10,000～）にて利用可能です。
※ビジネスクラスは特別料金（往復¥340,000～）、プレミアムエコノミークラスは特別料金（往復¥130,000～）
　利用可能です。ご希望のお客様はお問合せください。

日程 内容・食事・宿泊地

1 午前：成田・中部・関空  ミラノへ（途中降機地あり）　夕刻：ミラノ空港着　係員がお出迎えし  専用車にてマドンナ・ディ・カンピリオへご案内します。
夜：マドンナ・ディ・カンピリオ着　係員がホテルチェックインをします。※到着日は軽夕食です。

2

～

3

マドンナ・ディ・カンピリオ滞在　ブレンタドロミテ（ドロミテ山塊西端部）といわれるもう一つのドロミテ屈指のハイキングを 2日間お楽しみください。
●チンクエラーギ周辺の山上湖巡りと高山植物が咲き乱れるマドンナの草原ハイキングへご案内します。【歩行：約 3時間　標高差登り約 200m、下り約 200m】
●マドンナ・ディ・カンピリオ～グロステパス～スピナーレ小屋～マドンナ・ディ・カンピリオを巡るハイキングへご案内します。
【歩行：約 4時間　標高差登り約 400m、下り約 400m】

4
マドンナ・ディ・カンピリオ発。  専用車にてボルミオへ。途中、トナーレ峠周辺でのハイキングへご案内します。
●プレザネーラ氷河の迫力とオルトレス山群のモンテ・チェヴェダーレ（3,769m）、オルトレス（3,905m）のピークを遠望する風景をお楽しみください。
モンテトナーレ、チーマ・カサイオーレ周回ハイキングを歩きます。

5

～

6

ボルミオ滞在。アルタヴァルテリーナ周辺の展望ハイキングコースへご案内します。
イタリアからスイス、オーストリアへ抜ける屈指の山岳ルート、ステルヴィオ峠からの美しい風景を是非ご堪能ください。
●オルトレス山塊に迫るステルヴィオ峠～スコルッツオ～（約 4時間）フィロンディモットのパノラマハイキング【標高差登り約 200m　下り約 200m】　
●ヴァルファルバ・サンタカタリーナ～ヴァルゼブルの展望ハイキング（約5時間30分）モンテゼブル山群、オルトレス山群など
   4,000m級の北イタリアの迫力ある高山の景観をお楽しみください。【標高差登り約 600m　下り約 650m】

7
朝：ボルミオ発専用車（バスマーク）にてゾルダへ移動。●ステルヴィオ峠（2,757ｍ）からトラフォイ村（2,116ｍ）まで絶景のパノラマハイキングにご案内します。
到着後ゴンドラにてトラフォイ村まで下山。オルトレス山群を西北側から眺める景観をお楽しみください。【歩行：約 3時間　標高差下り約 650m】
ハイキング終了後はトラフォイからゾルダまで移動。夕刻：ゾルダ到着後　ホテルチェックイン。

8
ゾルダ滞在。北イタリア最高峰オルトレス山系に最も近い秘境のゾルダ渓谷周辺のハイキングへ 2日間ご案内します。北はオーストリアのシュナルツタール、
エッツタール、シュテユーバイタール、南正面にはオルトレス山塊、西にはベルニナ山群を遠望する息を呑む絶景をご堪能ください。
●ゾルダからミラノ小屋までの絶景ハイキングへご案内します。氷河に覆われたオルトレス（3,905ｍ）、モンテ・ゼブル（3735ｍ）、
   グラン・ゼブル（3,859ｍ）のビック 3の迫力ある景観を存分にお楽しみください。【歩行：約 4時間　標高登り約 700m、下り約 700m】

9
●ゾルダ～ヒンターグラットヒュッテ～ランゲンシュタイン～ゾルダの周回ロングトレイルへご案内します。
360度北イタリア、オーストリア周辺のアルプスの大パノラマをお楽しみください。【歩行：約 5時間　標高差登り約 800m　下り約約 800m】
ハイキング後、インスブルックへ  専用車にて移動。夕刻：インスブルック到着後、ホテルにチェックインします。

10 朝：ホテル発  専用車にてインスブルック又はミュンヘン空港へ。午前：インスブルック又はミュンヘン空港  成田・中部・関空の各空港へ。（途中降機地あり） 

11 午前：成田・中部・関空着

募集人員： 10名限定　最少催行人員： 8名　食事： 朝食9回、昼0回、夕食9回（到着日は軽夕食となります）　利用予定航空会社： オーストリア航空、ルフトハンザドイツ航空、フィンランド航空、
スイス インターナショナル エアラインズ、　利用予定ホテル： ホテルサヴォイア（マドンナ・ディ・カンピリオ）、ホテルパレス（ボルミオ）、ホテルゾルダ、ユリウス（ゾルダ）、オイロッパ（インスブルック）他

マドンナ・ディ・カンピリオ泊

ゾルダ泊

ゾルダ泊

インスブルック泊

※現地到着時のミラノ空港から帰国時のインスブルック又はミュンヘン空港まで、アルプスウェイスタッフが添乗及びガイド致します。※上記日程に記載したハイキングコースは予定コースとなり、天候やお客様
の足並みにあわせて臨機応変にご案内致します。およその目安は、滞在中合計　交通費 100ユーロ、食費 150ユーロ程度となります。

機中泊

マドンナ・ディ・カンピリオ泊

ボルミオ泊

ボルミオ泊
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クールマイユールの街からゴンドラとリフトを乗り継ぎ、
シュクルイのコルへ。ヴェニの谷までの縦走トレイルは
モンテビアンコ（モンブラン）の南壁の荒々しい姿を間
近に望む絶景ルートです。後半はミアージュ氷河を正面に
ヴェニの谷へと下ります。ツールドモンブランの一部でも
ある人気トレイルをお楽しみください。

クールマイユールのバスターミナルから路線バスに乗り
フェレの谷奥のアルプノーヴァへ。ツールドモンブランの
一部でもあるトレイルをゆっくりと登っていきます。折り返
し地点のエレナ小屋からは氷河をまとったイタリア・フランス・
スイスの 3国国境地点となるモンドレン（3,819m）の姿
が間近にご覧頂けます。

シュクルイ湖往復ハイキング エレナ小屋往復ハイキング

モンテビアンコ（モンブラン）地区

1 レベル 1
約 2時間 2 レベル 1・2

約 2時間～2時間半

今シーズンからご提案する新しいハイキングルート。アオ
スタの街から延びるゴンドラに乗ってピラの中腹へ。リフト
又はジープに乗り換え更に山上を目指します。山上湖を目
指すハイキングやグリボラ、グランパラディーソ方面を望む
絶景の稜線歩きにご案内します。エリア上部からはマッター
ホルンやモンテビアンコまでも望む大パノラマが楽しめます。

スイスとの国境に位置するプラトーローザ展望台（3,480m）
から眺望を楽しんだ後、ゴンドラにて中間駅のプランメ
ゾンへと下山。花畑とモレーン帯を越えながらチェルビーノ
山麓に建つアブルッツィ小屋へと向かいます。快適な山小
屋での宿泊の翌朝はチェルビニアの町へと下山。チェル
ビーノ直下を周遊する絶景のハイキングをお楽しみください。

ピラのパノラマハイキング モンテチェルビーノ山麓ハイキング

アオスタ地区 チェルビーノ（マッターホルン）地区

6 レベル 1・2
約 2時間 7 レベル 2

約 2時間＋3時間

Valle
d’Aosta 
ヴァレアオスタ
（アオスタ渓谷）

ヴァレアオスタ（アオスタ渓谷）州は､ アル
プス最高峰のモンテビアンコ（フランス名
モンブラン）から、チェルビーノ（ドイツ名
マッターホルン）を経てモンテローザまで、
スイスと国境を隔て 100kmに渡って広が
るイタリア屈指の山岳地帯。美しい景色と､
美味しい食事等､ 魅力がつまったハイキン
グエリアです｡ 日本唯一の北イタリアハイキ
ング専門店「アルプスウェイ」は、秘境グ
ランパラディーソ国立公園を含めたエリア
を、効率よく企画した 3つのコースでご案
内します。

イタリア北西部アオスタ
地方は知る人ぞ知る、
秘境のハイキングエリアです。
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アブルッツィ小屋アブル

フェラーロ小屋

ロートホルン峠

クールマイユールから路線バスでフェレ谷方面へ。登山口
からまずはグランドジョラス正面という好立地のボナッティ
小屋を目指します。その後モンテビアンコを右前方に眺め
ながら絶景ルートをたどりベルトーネ小屋へ。間近に迫る
モンテビアンコの勇姿を目に焼き付けた後クールマイユー
ルまで下る充実の 1日コース、ツールドモンブランの一部
です。

フェレ谷 グランドジョラスとモンテビアンコ展望トラバース
3 レベル 3

約 6時間

1 6ALPSWAY 2018 / Dolomiti, Valle d’Aosta, Tirol, Salzburgerland, Pyrenees

町を造ったローマ皇帝「アウグストス」がその名の由来であるヴァレアオ
スタ州の都アオスタは、水道橋、宮殿、劇場跡等、土木工事に長けてい
たローマ時代の遺跡が数多く残り、治安も良く散策やお買い物が楽しい
町です。

州都アオスタ

イタリア王国初代国王のヴィットリオエマニュエーレ 2世も
訪れたサバランシュ谷の登山口からスタート。シャボー小
屋のあたりからは、イタリア最高峰グランパラディーソ山
群のパノラマが楽しめます。快適なシャボー小屋で宿泊し
た後、グランパラディーソを左手に見ながらトラバースし、
ポンの村へ下山。野生動物が多く生息する国立公園での
ハイキングです。

風情のあるコーニュの村からグランパラディーソ方面へ
と延びるノンティ谷を往復します。小川が流れるアップダ
ウンの少ない道はどなたでも楽しめるのんびりトレイル。
前方の谷奥にはグランパラディーソ山群の白く輝く山容
が連なります。ハイキング後はバスでコーニュの街とグ
ランパラディソ山群を見渡すジミラン村にご案内します。

グランパラディソ展望ハイキング ヴァルノンティ往復ハイキング

グランパラディーソ地区

4 レベル 3
約 5時間 5 レベル 1

約 2時間半

モンテローザ山群の氷河を間近に望むプンタインドレン展
望台観光を楽しんだ後、中間駅のガビエットからプンタ
ヨランダへのハイキングにご案内します。ダム湖のガビ
エット湖畔をスタートしトロッコ列車の線路跡のトレイルを歩
きます。このルートはエーデルワイスが咲くスポットがあり、
足元の花々を楽しみながらのハイキングが楽です。

ツールドモンテローザのフィナーレを飾る国境越え。ピア
モンテ州の素朴な村マクニャーガでの滞在を満喫した後は
ロープウェイでモロ峠へ。モンテローザを東側から望むモ
ロ峠から少し歩けばもうスイスとの国境です。サース谷奥
のマットマルク湖を見渡しながら下り湖畔を回り込めば終
着地点のバス停です。

世界的にも人気のツールドモンテローザのハイライトを歩き
ます。チェルビニア山上のチメビアンケを発ち、峠を越え
てアヤス谷上のフェラーロ小屋にて 1泊。翌日はリスカム
やモンテローザ山群を望むロートホルンのコルを越えてグ
レッソネー谷へ。ゴンドラでガビエットに登り1泊。最後はモ
ンテローザに迫るサラチ峠への登りで中間フィナーレです。

ガビエット～プンタヨランダ スイス・イタリアの国境越え  モロ峠からマットマルク湖ツールドモンテローザ

モンテローザ地区

8 レベル 2
約 2時間 10 レベル 2

約 4.5時間9 レベル 3・4
6時間・5時間・5時間
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1 7 ハイキングレベルは、P03をご参照ください。

今年から4つのリゾートを訪れる11日間の日程にリニューアル。よりじっ
くりとアオスタの山々を楽しみます。モンテローザ山群、モンテ・チェルビー
ノ（マッターホルン）、グランパラディーソ山群、モンテビアンコ（モンブ
ラン）のアオスタの名峰を望む４つの山岳リゾートにそれぞれ連泊でご
案内。スイス国境からモンテチェルビーノ（マッターホルン）を望むプラトー
ローザ展望台やモンテビアンコに迫るエルブロンネル展望台をはじめ、各
エリアで絶景の展望台に上りアルプスの名峰が織り成す大パノラマをお
楽しみいただきます。

日程 内容・食事・宿泊地

1 午前：成田・中部・関空発  ミラノへ（途中降機地あり）夕刻：ミラノ着。アルプスウェイスタッフが空港でお出迎えし、
専用車  にてグレッソネーへ移動します。夜：グレッソネーのホテルにチェックインします。※到着日は軽夕食です。

2
午前：ゴンドラを乗り継ぎ、モンテローザに迫るプンタインドレン展望台（2,975m）へ。氷河を抱くモンテローザの眺望を楽しんだ後、ゴンドラにて中間駅のガビエットまで下山してランチタイム。
午後はガビエット湖畔を歩きプンタヨランダまでのハイキングを楽しみます。【歩行：約 2時間　歩行標高差：下り約 200m】
その後、リフトで下山し素朴なグレッソネーの村を散策しましょう。

3 午前：ゴンドラとリフトを乗り継ぎ、ベッタフォルカの峠へ。その後、カストール、リスカム、モンテローザなどを眺めて中間駅のサンタアンナまでハイキング 【歩行：約2時間半　歩行標高差：下り約600m】
午後：専用車にてチェルビニアへ。途中、イタリア版逆さマッターホルンが見えるラーゴブルーに立ち寄ります。

4 午前：ロープウェイを乗り継ぎスイス国境のプラトーローザ展望台（3,480m）へ。マッターホルンはもちろんスイス側のアルプスのパノラマをお楽しみください。ロープウェイにて
中間駅プラメゾンまで下った後、チェルビニアまで花畑とチェルビーノの眺望を楽しむハイキング。にご案内します。【歩行：約 2時間半　歩行標高差：下り約 500m】

5
午前：専用車  にて州都アオスタへ。着後、ゴンドラにてアオスタの山々を一望するピラへ。
リフトを利用してアオスタの名峰を眺める稜線ハイキングにご案内します。【歩行：約 3時間半～ 4時間　歩行標高差：登り約 300m　下り約 800m】
午後：「アルプスのローマ」と称されるアオスタ旧市街散策観光。町を囲う城壁や凱旋門、専用車  にて円形劇場などの見どころにご案内します。
夕刻：専用車  にてグランパラディーソ山群を望む静かな山村コーニュへ。

6 午前：グランパラディーソに向かって延びるヴァルノンティの長閑なハイキングにご案内します。【歩行：約 2時間半　歩行標高差：登り約 50m　下り約 50m】
その後、路線バスにてコーニュの街とグランパラディーソ山群を遠望するジミラン村にご案内します。

7 午前：専用車  にてモンブラン山麓のクールマイユールへ。着後、回転ゴンドラにてモンテビアンコに迫るエルブロンネル展望台（3,466m）へ。
モンテビアンコをはじめとするアルプスの絶景をお楽しみください。午後：趣のあるクールマイユールの散策にご案内します。

8

～

9

クールマイユールを起点に周辺のハイキングコースへご案内します。
●路線バスにてフェレ谷の奥、アルプノーヴァへ。イタリア・フランス・スイスの三国国境のモンドレンを望むエレナ小屋への往復ハイキングへご案内します。
このコースはツールドモンブランの一部です。【歩行：約 2時間～ 2時間半　歩行標高差：登り約 300m　下り約 300m】
●ゴンドラとリフトを乗り継ぎシュクルイへ。迫力あるモンブラン南壁や氷河を眺める絶景ルートをシュクルイまで往復します。【歩行：約 3時間半～ 4時間　歩行標高差：登り約 300m　下り約 300m】

10 午前：クールマイユール発。専用車  にてミラノ空港へ。午前：ミラノ空港発  成田・中部・関空の各空港へ。（途中降機地あり）

11 朝・午前：成田・中部・関空着

募集人員： 12名限定　最少催行人員： 8名　食事： 朝9回、昼0回、夕9回　利用航空会社： スイス インターナショナル エアラインズ、ルフトハンザ ドイツ航空、フィンランド航空、アリタリア-イタリア航空
利用予定ホテル： デュフール（グレッソネー）、エーデルワイス、スポーツホテル（チェルビニア）、ミラモンティ（コーニュ）、パヴィヨン（クールマイユール）

グレッソネー泊

チェルビニア泊

チェルビニア泊

コーニュ泊

コーニュ泊

クールマイユール泊

クールマイユール泊

※現地到着時のミラノ空港から帰国時のミラノ空港までアルプスウェイスタッフが添乗兼ガイドで同行します。※成田空港発着が羽田空港発着となる場合があります。

ヴェニ谷
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プラトーローザ

シュクルイ

ピラ
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SWITZERLAND

当ツアーでは、各山岳リゾートに連泊をしながら、最長 3時間半程度の歩行で眺望の
良いトレイルを厳選して歩きます。展望台と街歩きのみの日も設け、メリハリのある行
程で名峰が集まるアオスタをご案内します。

ゆったり連泊で名峰の山麓をのんびり歩く

スカイウェイ・モンテビアンコ アオスタ旧市街

モンブラン山群を望むクールマイユール

ヴァレアオスタの４大リゾートに連泊。
展望台とのんびりハイキングを
楽しむ11日間

アオスタAコース 8名催行 12名限定

Valle d’Aosta A

グレッソネー泊

機中泊

成田発 AI11AA 中部発 AI11AA N 　関空発 AI11AA K 出発日
¥452,000 ¥457,000 7/5（木）
¥498,000 ¥503,000 7/31（火） 

※料金は2人部屋利用での1人分の代金です。
※燃油サーチャージ目安は2017年11月現在¥13,400円～¥23,600
※1人部屋追加料金は¥45,000（シングルルーム）、¥72,000（ツインのシングルユース）です。
　通常シングルルームはシャワーのみとなります。部屋数に限りがあるためご案内できない場合もございます。
※ツインルーム利用時でもホテルによってはシャワーのみとなる場合があります。
※日本各地からの国内線が特別料金（往復¥10,000～）にて利用可能です。
※ビジネスクラスは特別料金（往復¥340,000～）、プレミアムエコノミークラスは特別料金（往復¥130,000～）
　利用可能です。ご希望のお客様はお問合せください。
※日程表に記載したハイキングコースや日中の行動、天候、残雪、ルート・コンディションなどにより変更となる場合があります。    
　従って行動時の山岳交通機関の交通費は旅行代金に含まれず現地にて実費購入します（目安：約200ユーロ）。
※含まれていないお食事（昼）は同行スタッフが実費（目安合計：約160ユーロ）にてご案内します。

モンテチェルビーノ



1 8ALPSWAY 2018 / Dolomiti, Valle d’Aosta, Tirol, Salzburgerland, Pyreneesハイキングレベルは、P03をご参照ください。

It
al

y 
| V

al
le

 d
’A

os
ta

日程 内容・食事・宿泊地

1 午前：成田・中部・関空発  ミラノへ　（途中降機地あり）　夕刻：ミラノ空港着。アルプスウェイスタッフが空港でお出迎えし、専用車  にてグレッソネーへ移動します。
夜・：グレッソネーのホテルへご案内します。※到着日は軽夕食です。

2 午前：ゴンドラにてサンタアンナへ。着後、リスカムやモンテローザ山群の最高峰デュフール（4,634m）を望むサレール湖への往復ハイキングにご案内します。
【歩行：約 4時間　歩行標高差：上り約 450m　下り約 450m】その後、リフトで下山し素朴なグレッソネーの村を散策しましょう。

3
午前：専用車  にてチェルビーノ（マッターホルン）山麓のチェルビニアへ。着後、1泊分の用意を手荷物にして、ゴンドラを乗り継ぎスイス国境のプラトーローザ展望台（3,480m）へ上がります。
マッターホルンはもちろんスイス側のアルプスのパノラマをお楽しみください。その後、ロープウェイにて中間駅プランメゾンまで下り、マッターホルン山麓に建つ
アブルッツィ小屋へのハイキングを楽しみます。【歩行：約2時間　歩行標高差：上り約300m】 朝・夕の山小屋からの眺望を楽しみましょう。

4 午前：チェルビニアの街までゆっくりと下ります。花畑と迫力あるチェルビーノ南壁の眺望を楽しむルートです。【歩行：約 3時間　歩行標高差：下り約 800m】

5
午前：専用  にてイタリア最高峰グランパラディーソ山麓の村、ポンの登山口へ。着後、1泊分の用意を手荷物にして、グランパラディーソ山群の眺望を目指します。
国立公園内のルートのため、カモシカなどの野生動物との出会いも楽しみです。【歩行：約 4時間半　歩行標高差：登り約 900m】
宿泊はグランパラディーソを展望する絶景のシャボー小屋です。

6
午前：グランパラディーソ山麓のパノラマルートを歩きながら最後はサバランシュ谷のポンを目指します。【歩行：約 5時間　歩行標高差：下り約 800m】
その後、専用車  にて州都アオスタヘ移動。「アルプスのローマ」と称されるアオスタ旧市街散策観光。町を囲う城壁や凱旋門、円形劇場などの見どころにご案内します。
その後、専用車にてモンテビアンコ山麓クールマイユールへ。

7
クールマイユールを起点に周辺のハイキングへご案内します。朝：路線バスと回転ゴンドラを乗り継ぎモンテビアンコに迫るエルブロンネル展望台（3,466ｍ）へ。
モンテビアンコを始めとするアルプスの絶景をお楽しみください。その後ゴンドラ・リフトでシュクルイへ。迫力あるモンテビアンコ南壁や氷河を眺める絶景ポイントの
山上湖ラーゴ・シュクルイの往復ハイキングへ。【歩行：約 2時間　歩行標高差：登り約 200ｍ　下り約 200ｍ】

8
クールマイユールを起点に周辺のハイキングへご案内します。朝：路線バスでフェレの谷の登山口へ。
グランドジョラス正面に建つボナッティ小屋やモンテビアンコを眺めながらベルトーネ小屋を経由してクールマイユールに下るトラバースへ。
ツール・ド・モンブランのコースでもあるルートで旅を締めくくります。【歩行：約 6時間　歩行標高差：登り約 300m　下り約 800m】

9 午前：クールマイユール発。専用車  にてミラノ空港へ。午前：ミラノ空港発  成田・中部・関空の各空港へ。（途中降機地あり）

10 朝・午前：成田・中部・関空着

募集人員：12名限定　最少催行人員：8名　食事： 朝8回、昼0回、夕8回　利用航空会社： スイス インターナショナル エアラインズ、ルフトハンザ ドイツ航空、フィンランド航空、アリタリア-イタリア航空
利用予定ホテル： デュフール（グレッソネー）、アブルッツィ小屋、エーデルワイス、スポーツホテル（チェルビニア）、シャボー小屋（グランパラディーソ山麓）、クロ（クールマイユール）

グレッソネー泊

アブルッツィ小屋泊

チェルビニア泊

シャボー小屋泊

クールマイユール泊

クールマイユール泊

クールマイユール泊

※現地到着時のミラノ空港から帰国時のミラノ空港までアルプスウェイスタッフが添乗兼ガイドで同行します。※山小屋は相部屋利用、トイレ・シャワーは共同です。※成田空港発着が羽田空港発着となる場合があります。

ヴァレアオスタが誇る4大名峰山麓の絶景トレイルをしっかりと歩く、やや
健脚向けのコース。グレッソネーでは 2連泊をして、今年はモンテローザ
山群の最高峰デュフール峰（4,634m）を望むハイキングにご案内します。
モンテビアンコ山麓のクールマイユールではゆったり3連泊をしながらエ
ルブロンネル展望台観光とツールドモンブランのハイライトを歩きます。ま
た快適なアオスタの山小屋泊を2回楽しめます。ヴァレアオスタのエキス
パート、アルプスウェイが自信を持ってご案内するお薦めツアーです。

チェルビーノの麓、標高 2,800mに建つアブルッツィ小屋とグランパラディーソ中腹
に建つ登山の拠点ともなるシャボー小屋に宿泊します。どちらの山小屋も共同シャワー
があり、快適にお過ごし頂けます。山小屋とは思えないほどの美味しい食事とワイン
が楽しめます。山小屋に泊まった人だけが楽しめる朝夕の絶景をご堪能ください。

快適な山小屋2泊で絶景を楽しむ

機中泊

クールマイユール　ヴェニ谷

グレッソネー泊

プンタインドレン

プラトローザ

シュクルイ

ピラ

ポン

プランメゾン

ガビエット

プンタヨランダ

ベタフォルカの
コル

バルノンティ

フェレ谷
ヴェニ谷
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チェルビニア

グレッソネー

ジャボー小屋

アブルッツィ小屋

クールマイユール

SWITZERLAND

モンテチェルビーノ

エルブロンネル

絶景の山小屋2泊付き
ヴァレアオスタの４大名峰
ハイキング10日間

アオスタBコース 8名催行 12名限定

Valle d’Aosta B

成田発 AI10AB 中部発 AI10AB N　関空発 AI10AB Ｋ 出発日
¥432,000 ¥437,000 7/17（火）

※上記は2人部屋を2名様で利用する場合の1名様の料金です。
※燃油サーチャージ目安は2017年11月現在¥13,400円～¥23,600
※1人部屋追加料金は¥40,000（シングルルーム）、¥64,000（ツインのシングルユース）です。
　通常シングルルームはシャワーのみとなります。部屋数に限りがあるためご案内できない場合もございます。
※ツインルーム利用時でもホテルによってはシャワーのみとなる場合があります。
※日本各地からの国内線が特別料金（往復¥10,000～）にて利用可能です。
※ビジネスクラスは特別料金（往復¥340,000～）、プレミアムエコノミークラスは特別料金（往復¥130,000～）
　利用可能です。ご希望のお客様はお問合せください。
※日程表に記載したハイキングコースや日中の行動は、天候、残雪、ルート・コンディションなどにより
　変更となる場合があります。従って行動時の山岳交通機関の交通費は旅行代金に含まれず
　現地で実費購入します（目安：約200ユーロ）。
※含まれていないお食事（昼・夕）は同行スタッフが実費（目安合計：約150ユーロ）にてご案内します。

グランパラデソ
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日程 内容・食事・宿泊地

1 午前：成田・中部・関空発  ミラノへ　（途中降機地あり）夕刻：ミラノ空港着。アルプスウェイスタッフが空港でお出迎えし、専用車  にて
モンテチェルビーノ山麓のチェルビニアへ移動します。夜：チェルビニアのホテルへご案内します。※到着日は軽夕食です。

2
朝：ゴンドラを乗り継ぎスイスとの国境のプラトローザ展望台（3,480m）へ。モンテ･チェルビーノを始めスイス側のアルプスのパノラマをお楽しみください。
中間駅プランメゾンまでロープウェイで下山後、モンテ･チェルビーノを眺めながらゴイレット湖を周遊してチェルビニアへ下るハイキングへ。
【歩行：約 4時間　歩行標高差：登り約 100m　下り約 500m】

3 朝：プランメゾンからモンテ ･チェルビーノに向かってトラバーススタート。アブルッツィ小屋を経由しモンテ・チェルビーノ山麓を周回して
チェルビニアまで下るハイキングを楽しみます。【歩行：約 5.5時間　歩行標高差：登り約 300m　下り約 800m】

4
朝：2泊分の用意を手荷物にしてゴンドラにてチーメビアンケへ。いよいよツールドモンテローザのコースが始まります。チーメビアンケを越えアヤス谷のフェラーロ小屋を目指します。
湖やの手前ではブライトホルンやカストールのパノラマが楽しめます。【ツールドモンテローザ 歩行：約 6時間　歩行標高差：登り約 200m　下り約 1000m】
※大きな荷物はマクニャーガのホテルへ回送します。

5 朝：ロートホルンの峠を目指して登ります。峠を越えるとデュフール峰（4,634m）を始めとしたモンテローザ山群のパノラマが広がります。
サンタアンナまで下った後はゴンドラを乗り継いでガビエットへ。【ツールドモンテローザ 歩行：約 5時間　歩行標高差：登り約 600m　下り約 500m】

6
朝：ピエモンテ州境のサラチ峠まで登ります。ゴンドラにてモンテローザに迫るプンタ･インドレン展望台（2,975m）へ。
目の前に迫るモンテローザの絶景を満喫した後は、ゴンドラを乗り継ぎアラーニャへ。【ツールドモンテローザ 歩行：約 3時間　歩行標高差：登り約 600m】
午後：アラーニャでランチの後、専用車  でモンテローザ山麓の静かな村マクニャーガへ移動します。

7 朝：ゴンドラでベルベデーレ展望台へ。モンテローザを違った角度で捉えながらザンボニザッパ小屋へのハイキングに向かいます。
小屋からはさらに奥のロッチェ湖を目指します。【歩行：約 3.5時間　歩行標高差：登り約 300m　下り約 300m】

8 朝：モロ峠からいよいよ国境を越えてスイス側へと入ります。モンテローザの展望を満喫した後はマットマルク湖に向かって下山、湖を回り込んでハイキング終了です。
サースフェーの入口の町サースグルントで最後の夜を迎えます。【ツールドモンテローザ 歩行：約 3.5時間　歩行標高差：登り約 50m　下り約 600m】

9 早朝：サースフェー発。専用車  にてミラノ空港へ。午前：ミラノ空港発  成田・中部・関空の各空港へ。（途中降機地あり）

10 朝・午前：成田・中部・関空着

募集人員：12名限定　最少催行人員：6名　食事： 朝8回、昼0回、夕8回　利用航空会社： ルフトハンザ ドイツ航空、フィンランド航空、スイス・インターナショナル・エアラインズ、アリタリア-イタリア航空
利用予定ホテル： エーデルワイス、スポーツホテル（チェルビニア）、フェラーロ小屋（アヤス谷）、ガビエット小屋（グレッソネー谷）、ツムシュタイン（マクニャーガ）、アルファ、ドム（サースグルント）

チェルビニア泊

チェルビニア泊

フェラーロ小屋泊

ガビエット小屋泊

マクニャーガ泊

マクニャーガ泊

サースグルント泊

※現地到着時のミラノ空港から帰国時のミラノ空港までアルプスウェイスタッフが添乗兼ガイドで同行します。※山小屋は相部屋利用、トイレ・シャワーは共同です。※成田空港発着が羽田空港発着となる場合があります。

ヨーロッパアルプスの名峰を山小屋に泊まりながらぐるりと周遊するトラ
バース「ツール・ド・～」シリーズ。最も有名なコースは「ツール･ド・モ
ンブラン」が有名ですが、モンテローザの周囲を巡る「ツール・ド・モンテロー
ザ」も地元では人気の高いコースです。全てを歩き切るには日数が必要
で標高差が大きく難易度が上がる部分もありますが、アルプスウェイでは
挑戦しやすく展望抜群のハイライト・コースを選び、充実感を味わえる内
容でご案内します。
前半はモンテ・チェルビーノのお膝元チェルビニアに滞在。観光客でにぎ
わうスイス側のツェルマットと比べるとちょうど良いにぎわいと角度の異な
るモンテ･チェルビーノが印象的です。ゆったり3連泊して思う存分モン
テ･チェルビーノと対峙しながらツールドモンテローザに備えます。

チェルビニアからアラーニャまでのルートは一番のハイ
ライト部分です。チェルビーノに見送られ目指すはア
ヤス谷を見下ろすフェラーロ小屋。チーメビアンケを
越えると谷の雰囲気が変わります。ガビエット小屋へ
向かうルートではロートホルン峠からのモンテローザ
山群パノラマが待っています。インドレン展望台で手
に届きそうな間近に迫るモンテローザも楽しみです。
今回はモンテローザを様々な角度から見ることができ
るようマクニャーガ滞在もを加えました。スイスへの国境越えコース、モロ峠からマッ
トマルク湖へのルートを終えた瞬間は達成感もひとしおです。
希望者はさらにツールドモンテローザのコースをたどりツェルマットまで歩き切る延泊
も見積で対応します。新しく開通したつり橋を渡るチャンスも生まれます。

ツールドモンテローザハイライト

モンテローザ山群

モンテ･チェルビーノ山麓から
憧れのツールドモンテローザの
ハイライトを歩く 10日間Valle d’Aosta C

アオスタCコース 6名催行 12名限定

サラチ峠
ピアナルンガ

プラトローザ

ベタフォルカ

ツェルマット

モロ峠
サースグルント

グレッソネー

↓ミラノ
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チェルビニア

アラーニャガビエット小屋

フェラーロ小屋
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ツールド
モンテローザ

チメビアンケ

SWITZERLAND

プンタインドレン

マクニャーガ

マクニャーガ・モロ峠 モンテチェルビーノ

機中泊

成田発 AI10DC 中部発 AI10DCN　関空発 AI10DCK 出発日
¥496,000 ¥502,000 8/21（火）

※上記は2人部屋を2名様で利用する場合の1名様の料金です。
※成田発着が羽田発着となる場合があります。
※燃油サーチャージ目安は2017年11月現在¥13,400円～¥23,600
※1人部屋追加料金は¥40,000（シングルルーム）、¥64,000（ツインのシングルユース）です。
　通常シングルルームはシャワーのみとなります。部屋数に限りがあるためご案内できない場合もございます。
※ツインルーム利用時でもホテルによってはシャワーのみとなる場合があります。
※日本各地からの国内線が特別料金（往復¥10,000～）にて利用可能です。
※ビジネスクラスは特別料金（往復¥340,000～）、プレミアムエコノミークラスは特別料金（往復¥130,000～）
　利用可能です。ご希望のお客様はお問合せください。　
※日程表に記載したハイキングコースや日中の行動は、天候、残雪、ルート・コンディションなどにより変更となる場合があります。
　従って行動時の山岳交通機関の交通費は旅行代金に含まれず現地で実費購入します（目安：約180ユーロ）。
※含まれていないお食事（昼・夕）は同行スタッフが実費（目安合計：約140ユーロ）にてご案内します。

チェルビニア泊

ガビエット小屋



チロル／ザルツブルガーランド ［オーストリア］

ヨーロッパアルプス東部のオーストリアアルプスは、度重なる氷河

期にも中央アルプスと比べてゆっくりと氷河が流れたことによって形

成された緑溢れる穏やか山並みと広々とした渓谷、点在する氷河湖

とのコントラストが美しい風景をたっぷりとご体験ください。アルプ

スウエイではチロル地方、ザルツブルグ地方の 3,000m級の氷河

を頂くチロル 3大山塊とホーエ・タウエルン国立公園、周辺に広が

るパノラマ絶景ルートを満載し、北イタリアへと続く風光明媚な峠を

越える山岳街道を訪れるプランまで厳選したオーストリアの 3コー

スでご案内いたします。少人数限定（1班 12名以内）の専門特化

したツアーこそ価値あるオーストリアの旅が可能です。

Tirol //
Salzburgerlandurgerland
[Austria]
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チロル地方

ザルツブルガーランド地方

ノイシュティフトの村からリフトでエルファ－ヒュッテへ上がる
とノイシュティフトの村と広大な緑豊かなステューバイター
ルが視界に広がります。エルファ－シュピッツェの岩峰の迫
力を感じながら歩くとハビヒト（3,277m）やカールアルム
小屋に到着します。ゼルレスカム山群やピンニスバッハな
ど渓谷、森林など変化に富んだハイキングが楽しめます。

キッツシュタインホルンの中間駅からマイスコーゲル山上
駅へ続くアレクサンダートレイル。スキー場の中を氷河と
連なるホーエタウエルンのパノラマが広がる風景がスタート。
途中から牧草地の稜線上に整備されたルートへ出ると、
まさに天空を飛んでいるような風景が広がります。ツェル
湖とツェルアムゼーの町を見下ろす絶景ルートです。

ステューバイタール周辺で健脚ハイカ－には一押しコース
です。急峻なバイルヨッホ付近から眺めるスルツェナウ
フェルナー氷河とツーカーヒュートル（3,507m）の迫
力に圧倒されます。また、スルツェナウヒュッテ周辺で
のモレーン帯歩き、高度から流れ落ちる滝めぐりなど醍
醐味満点で充実したルートです。

ユネスコ世界自然遺産に指定されているダハシュタイン
は、3州に渡って聳えるオーストリア屈指の山塊です。シュ
タイヤーマルク州側からは、氷河を頂くダハシュタイン山
頂に上がり、ドイツ、 ハンガリー、スロベニア、イタリア、
スイスのアルプスなど見渡せます。一方、ザルツブルグ州
側の湖水地方、ザルツガンマー グートからも 点在する湖
水とダハシュタイン・ウエスト山塊の調和が織り成す神秘
的な風景を存分に眺めながら歩けます。

ステューバイタールのスケ－ルを感じる眺望
エルファー展望台～ピンニスタール

ホーエタウエルンの大パノラマと、ツェル湖を見下ろす  
天空を歩くゴンドラ中間駅～マイスコーゲル駅

ステュ－バイタ－ラ－アルペンの迫力とツ－カ－ヒュ－
トルの真髄に迫るグラヴァアルム峠越えハイキング

世界遺産ダハシュタイン山塊をシュタイヤー
マルク州とザルツブルグ州の双方から楽しむ

Tirol /
Salzburgerland 
チロル／
ザルツブルガーランド

ヨ－ロッパアルプス東部に広がるオ－ストリ
ア山岳地帯は、北はドイツ、チェコ、南はイ
タリア、スロベニア、西はスイス、リヒテン
シュタイン、東はハンガリ－、スロバキアと
8ヵ国と国境を接する変化に富んだ独特の
風景が広がります。アルプスウェイでは、オー
ストリアアルプスの魅力が凝縮されたチロ
ル地方とザルツブルガ－ランドに点在する
絶景ハイキングスポットを巡るコースをご用
意しました。日本人ハイカーがまだ少ない、
待望のオーストリア・アルプスハイキングの
旅をご案内します。

輝ける名峰、
咲き乱れる植物。
オーストリア・アルプス。

@Schladming-Dachstein

レベル 3
約 4時間 30分2レベル 2・3

約 4時間1

レベル 2・3
約 4.5時間6 レベル 3

片道約 4～5時間7
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チロル地方

路線バスで氷河道路を走ったティエッフェンバッハ氷河
駐車場がスタート、フェンター谷に沿って10km弱の道
のりをフェントまで歩きます。谷の山上から少しずつ標高
を下げてフェントへ続く歩きやすいコースです。パノラマ
ヴェグと呼ばれるだけああって、エッツターラー、ステュー
バイターラーアルペンの絶景、フェンター谷の展望に心
を打たれます。

前ゴーザウゼー湖畔のロープウェイで湖を見下ろしながら
山頂駅へ。前ゴーザウゼーの奥には奥ゴーザウゼー、さら
にその奥に堂々と聳えるダハシュタイン（2,996m）。西側
から望む白い氷河を抱くダハシュタインとその横にはギザ
ギザとした山頂が印象的なゴーザウカムが連なる様子を
眺めながら、開放感のある気持ちのいい高原エリアをツ
ヴィーゼルアルム小屋まで往復ハイキングが楽しめます。

ピッツタール谷奥の 3,440mの山頂展望台に登りチロル
州最高峰のヴィルドシュピッツェの間近に迫ります。ゴンド
ラで中間駅まで下った後、ミッテルベルク氷河を横断しブ
ラウンシュバイガー小屋へのなだらかな道をハイキング。
小屋からはレッテンバッハ峠まで標高差 200mほどの登
りです。峠を越えるとレッテンバッハ氷河を横目に見なが
ら駐車場までのんびり下ります。

ザルツブルグ州と東チロルを結ぶ、ホーエタウエルン国立
公園内山岳地帯を越える展望道路として、ヨーロッパの人
気ベスト3に入るグロースグロックナー山岳道路。パステ
ルツェ氷河と背後のグロースグロックナー峰（3,798m）
を望む展望台は、この風景を愛した皇帝フランツヨーゼ
フの名前がつけられています。1時間程度のミニハイキ
ングも可能、アルプスウェイでは効率よく専用車にてご
案内します。

エッツターラーアルペンを望むパノラマコースを秘境
の村へ  ティエッフェンバッハ氷河駐車場～フェント

ダハシュタイン山塊や湖の展望を楽しむ
ゴーザウ・エリアのハイキング

ミッテルベルク氷河横断とレッテンバッハ峠を
越えてエッツタールへ ～レッテンバッハ峠

オーストリア最高峰 
グロースグロックナーの眺望

レベル 2
約 4時間 30分4

ノイシュティフトから路線バスとゴンドラでシュリック2000

展望台へ。ドロミテを思い描くような岩峰群を見渡しなが
ら奥のスターケンブルガー小屋を目指します。お花が多
い放牧エリアや少しザレたような部分もあり変化に富んだ
気持ちのよい稜線歩きです。ノイシュティフトの町から視
線を上げるとエルファー小屋、ステューバイ谷や支谷のピ
ンニス谷を見下ろす絶景ポイントもお見逃しなく。

シュリック2000展望台からスター
ケンブルガー小屋へのハイキング

3 レベル 1・2
往復約 4時間

ハイキングレベルは、P03をご参照ください。
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レベル 3
約 5時間半

レベル 3
約 7.5時間

5

10レベル 1
往復約 2.5時間98 レベル 1・2

往復約 2時間

ハルシュタットの町のさらに奥、クリッペンシュタイン展望
台からジャイドアルムへ下りハイキングスタート。ダハシュ
タイン山塊を北側から望むエリアはのどかな牧草エリア
や氷河の荒々しいエリアが混在する変化に富んだロング
コースです。ダハシュタイン氷河の直下に立つシモニー
小屋に近づきながら氷河や周囲の山々を展望する絶景エ
リアを歩きます。

ダハシュタイン北側に迫る
シモニー小屋を目指すハイキング



2 3 ハイキングレベルは、P03をご参照ください。

日程 内容・食事・宿泊地

1 午前：成田・中部・関空   ミュンヘンまたはインスブルックへ。（途中降機地あり） 夕刻：ミュンヘンまたはインスブルック空港着。アルプスウェイスタッフが空港でお出迎えし、
専用車  にてステューバータールの村ノイシュティフトへ移動します。夜：ノイシュティフトのホテルへご案内します。※到着日は軽夕食です。

2

～

3

終日：ノイシュティフト滞在。周辺のハイキングへご案内します。
●エルファー展望台からエルファー小屋を経由しノイシュティフトを見下ろした後はエルファーシュピッツェ直下をたどりピンニスタールへ下るハイキング。【歩行：約 4時間　歩行標高差：登り約 100m　下り約 350m】
●シュリック 2000展望台からスターケンブルガー小屋へのクロイツヨッホ周遊ハイキングへ。ドロミテのような岩峰群を目にしながら進む変化に富んだコースです。
【歩行：約 4時間　歩行標高差：登り約 250m　下り約 250m】

4 朝：専用車  にてノイシュティフトを出発、ステューバイタール最奥のトップ・オブ・チロル展望台からパノラマの展望を楽しんだ後、キッツシュシュタインホルン山麓の町カプルーンへ移動します。

5

～

7

終日：カプルーン滞在。周辺のハイキングへご案内します。
●トップ･オブ・ザルツブルグ展望台にて見学後、キッツシュタインホルン中間駅から「天空のハイキング」として知られる「アレクサンダートレイル」の気持ちのよい稜線歩きでマイスコーゲルへ。
【歩行：約 4時間　歩行標高差：登り約 250m　下り約 800m】
●ツェルアムゼーの背後にある高原シュミッテンヘーエでのハイキング。グロースグロックナーとキッツシュタインを遠望しながら周遊ハイキングを楽しみます。下山後は湖畔のツェルアムゼー町散策も。
【歩行：約 4時間　歩行標高差：登り約 150m　下り約 600m】
●アルプスで最も美しい風景と言われるグロースグロックナー山岳道路を走り、フランツヨーゼフ展望台へ。車窓からの風景も目が離せません。オーストリア最高峰グロースグロックナー
（3,798m）の勇姿とパステルツェ氷河を望む絶好のロケーションです。展望台を散策しながらたっぷりとその景観を楽しみましょう。

8 朝：カプルーン発。専用車  にてミュンヘン空港またはザルツブルグ空港へ。午前：ミュンヘンまたはザルツブルグ空港発  成田・中部・関空の各空港へ。（途中降機地あり）

9 朝・午前：成田・中部・関空着

募集人員： 12名限定　最少催行人員： 8名　食事： 朝7回、昼0回、夕7回　利用予定航空会社： ルフトハンザ ドイツ航空、スイスインターナショナルエアラインズ、オーストリア航空、フィンランド航空
利用予定ホテル： ベルグジュエル（カプルーン）、オルグラー（カプルーン）

カプルーン泊

カプルーン泊

機中泊

※現地到着時のミュンヘンまたはインスブルック空港から帰国時のミュンヘンまたはザルツブルグ空港までアルプスウェイスタッフが添乗兼ガイドで同行します。※成田空港発着が羽田空港発着となる場合があります。

オーストリアアルプスを代表する2
つのエリア、チロル地方とザルツブ
ルガーランド地方に滞在場所を絞り
込み、連泊を取り入れたコンパクト
な日程でオーストリアアルプスの魅
力にふれる欲張りプランです。
前半はインスブルックからも近く、
チロルの隠れ里とも言えるステュー
バータールの小さなリゾート、ノイシュティフトに 3連泊です。氷河に削
られて形成されたU字谷は急峻な山塊の下に穏やかな景観を生み出し、
そののどかな雰囲気に魅了されたお客様からは何泊でも滞在していたい
という声が上がるほどです。ミニ・ドロミテと形容したくなるような岩峰群
が織り成す山岳風景とチロルならではの牧歌的な風景をたっぷり満喫で
きるハイキングコースを選びました。ステューバイタール最奥部のトップ
オブチロル展望台からは 3,000m級のステューバイの名峰がずらり。
中でもステューバイアルペンの主峰ツーカーヒュートル（3,507m）は見
逃せません。ドロミテ方面の山々までも遠望できる絶好のロケーションへ
は移動途中に立ち寄ります。

天空のハイキング

ノイシュティフト泊

ノイシュティフト泊

オーストリアAコース 8名催行 12名限定

ブレンナー峠

トップオブ
チロル

ゼーフェルト

↑
ミュンヘン

ステューバイタール

シュリック2000

エルファー

リエンツ

ハイリゲン
ブルート

キッツシュタインホルン

ザルツブルグ
キッツビューエル

インスブルック

グロース
グロックナー

ツーカー
ヒュートル

カプルーンノイシュティフト

AUSTRIA フランツヨーゼフ展望台

シュミッテンヘーエ

ツェルアムゼー

オーストリアアルプス
ゆったり連泊ハイキング
ハイライト 9日間Austria A

後半はザルツブルガーランドの名峰キッツシュタインホルンのお膝元カプルーンに
4連泊。湖畔の町ツェルアムゼーよりもキッツシュタインホルンに近く静かな滞在が
楽しめるカプルーンにこだわりました。地元で最も人気の稜線歩き「アレクサンダー
トレイル」は毎回好評でオーストリアで必ず歩きたいハイキングコースに挙がります。
オーストリア最高峰グロースグロックナー（3,798m）とパステルツェ氷河を間近で
望むフランツヨーゼフ展望台へも1日遠足で楽しみます。
インスブルックやザルツブルグなど都市滞在をご希望の方には延泊手配も見積で承
ります。

カプルーンに4連泊

※上記は2人部屋を2名様で利用する場合の1名様の料金です。
※成田発着が羽田発着となる場合があります。
※燃油サーチャージ目安は2017年11月現在¥12,800～¥23,600
※1人部屋追加料金は¥35,000（シングルルーム）、¥56,000（ツインのシングルユース）です。
　通常シングルルームはシャワーのみとなります。部屋数に限りがあるためご案内できない場合もございます。
※ツインルーム利用時でもホテルによってはシャワーのみとなる場合があります。
※日本各地からの国内線が特別料金（往復¥10,000～）にて利用可能です。
※ビジネスクラスは特別料金（往復¥340,000～）、プレミアムエコノミークラスは特別料金（往復¥130,000～）
　利用可能です。ご希望のお客様はお問合せください。
※日程表に記載したハイキングコースや日中の行動は、天候、残雪、ルート・コンディションなどにより変更となる場合があります。
　従って行動時の山岳交通機関の交通費は旅行代金に含まれず現地で実費購入します（目安：約100ユーロ）。
※含まれていないお食事（昼・夕）は同行スタッフが実費（目安合計：約150ユーロ）にてご案内します。

成田発 AA09A 中部発 AA09A N　関空発 AA09A K 出発日
¥435,000 ¥440,000 6/24（日）
¥468,000 ¥473,000 8/20（月）

グロースグロックナーとパステルツェ氷河
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このコースはレベル 2・3のお客様を対象に、オーストリアのチロル南
西部の三大渓谷と南チロル、イタリア・メラーノに滞在しハイキングをご
案内するプログラムです。ピッツタールの最奧部手前、落ち着いた静
かな村マンダーフェンでは湖巡りやミッテルベルク氷河を横断しエッツ
タールへ山越えしていくスリリングなハイキングを体験ください。エッツ
タールの中心地ゼルデンでは、フェンタータールからエッツターラーア
ルペンの眺望を楽しむパノラマハイキング、ステューバイタールでロング
ハイキングをご案内します。チロルの三大渓谷を存分に体感できる今ま
でにないハイキングツアーです。

ボルツァーノから電車で約
30分と便利な位置にありな
がら、ほとんど日本人観光客
にはなじみの薄いメラーノ。
オーストリア・ハンガリー帝
国時代から保養地として知
られ花の咲き乱れる美しい
街として有名です。古くは
ヨーロッパの上流階級が滞
在し観光地として賑わって
いました。このコースでは、
このメラーノにて一泊し、
ベネデット山をはじめドロミテ山群の大パノラマを展望できます。そして 2,000m級
の山々でハイキングや街の散策、イタリア料理を楽しんでいただけます。ちょっとし
たイタリアの雰囲気も味わえます。

南チロル・メラーノ

ステューバイタール

エッツタール

ピッツタール
カウナタール

ヴィルドシュ
ピッツェ

マンダーフェン

ブリクセン

フェント

至スイス

インスブルック

ノイシュティフト

ゼルデン スルツェナウ小屋

トップオブ
チロル

ツーカーヒュートル

メラーノ

AUSTRIA

テ
ィ
ン
メ
ル
ズ
峠

ティーフェンバッハ
ミッテルベルグ

オーバーグルグル

チロルの三大渓谷ピッツタール、
エッツタール、ツィラータール
周遊の旅10日間Austria B

オーストリアBコース 8名催行 12名限定

日程 内容・食事・宿泊地

1 午前・午後：成田・中部・関空発   ミュンヘンまたはインスブルックへ（途中降機地あり）夕刻・夜：ミュンヘンまたはインスブルック空港着。
空港にてアルプスウェイスタッフがお出迎えし、  専用車でピッツタールの村マンダーフェンへご案内します。夜：マンダーフェン着。※到着日は軽夕食です。

2 終日：マンダーフェン滞在。周辺のハイキングにご案内します。
【行動例】リッフルゼーからプロダーゼー周遊ハイキング。【歩行：約 4時間　標高差 登り200m　下り300m】

3 朝 ： ホテルのチェックアウト後、ミッテルベルクから氷河ケーブルで 3,440mの山頂へ。オーストリア第 2峰ヴィルドシュピッツェ展望を楽しみます。中間駅から氷河横断ハイキングにスタート。
ブラウンシュバイガー小屋経由でレッテンバッハ峠を越えます。  専用車でゼルデンへ移動します。【歩行：約5時間半　標高差 登り200m　下り300m】

4 終日：ゼルデン滞在。周辺のハイキングにご案内します。ティーフェンバッハ氷河駐車場からフェントへのハイキング。【歩行：約4時間半　標高差下り850m】

5 朝：ホテルのチェックアウト後、  専用車にてメラーノへ。ティンメルズヨッホ、ヤウフェン峠を越え途中シュナルツタール氷河に立ち寄り、エッツターラーアルペンを南側（イタリア側）
からの迫力のある景色を楽しみます。北イタリア・メラーノへ移動します。午後：メラーノ着。ホテルのチェックイン後、メラーノの街散策でフリータイム。

6 朝：朝食後、メラーノ2000展望台へ上り、ドロミテ山群の眺望を楽しみながらパノラマハイキングを楽しみます。ハイキング後  専用車でノイシュティフトに入ります。
メラーノ2000展望台周辺ハイキング【歩行：約 3時間　標高差 下り300m】

7

～

8

終日：ノイシュティフト滞在。周辺のハイキングへご案内します。
●トップオブチロル展望台観光後、中間駅フェルナウからバイルヨッホ経由でグラヴァアルムへ下るハイキング。【歩行：約 5時間　歩行標高差：登り約 400m　下り約 900m】
●シュリック2000展望台からスターケンブルガー小屋へのクロイツヨッホ周遊ハイキングへ。
　ドロミテのような岩峰群を目にしながら進む変化に富んだコースです。【歩行：約 4時間　歩行標高差：登り約 250m　下り約 250m】

9 朝：ノイシュティフト発  専用車でミュンヘンまたはインスブルック空港へ移動。アルプスウェイスタッフが搭乗手続きのお手伝いをします。
朝・午前：空港発  成田・中部・関空の各空港へ。（途中降機地あり）

10 朝・午前：成田・中部・関空着

募集人員： 12名限定　最少催行人員： 8名　食事： 朝食8回／昼食0回／夕食8回（到着日の夜は軽夕食となります）　利用予定航空会社： ルフトハンザ・ドイツ航空、スイスインターナショナルエアラインズ、
オーストリア航空、フィンランド航空　利用予定ホテル： リッフルゼー（マンダーフェン）、パークホテルゼルデン（セルデン）、オーロラ・スペレンディッド（メラーノ）、ベルグジュエル（ノイシュティフト）

機中泊

※現地到着時のミュンヘンまたはインスブルック空港から帰国時のミュンヘンまたはインスブルック空港までアルプスウェイスタッフが添乗兼ガイドで同行します。※到着及び出発空港はチューリッヒとなる場合がございます。
※成田空港発着が羽田空港発着となる場合があります。

マンダーフェン泊

ゼルデン泊

ゼルデン泊

メラーノ泊

ノイシュティフト泊

ノイシュティフト泊

マンダーフェン泊

※上記は2人部屋を2名様で利用する場合の1名様の料金です。
※成田発着が羽田発着となる場合があります。
※燃油サーチャージ目安は2017年11月現在¥12,800～¥23,600
※1人部屋追加料金は¥40,000（シングルルーム）、¥64,000（ツインのシングルユース）です。
　通常シングルルームはシャワーのみとなります。部屋数に限りがあるためご案内できない場合もございます。
※ツインルーム利用時でもホテルによってはシャワーのみとなる場合があります。
※日本各地からの国内線が特別料金（往復¥10,000～）にて利用可能です。
※ビジネスクラスは特別料金（往復¥340,000～）、プレミアムエコノミークラスは特別料金（往復¥130,000～）
　利用可能です。ご希望のお客様はお問合せください。
※日程表に記載したハイキングコースや日中の行動は、天候、残雪、ルート・コンディションなどにより変更となる場合があります。
　従って行動時の山岳交通機関の交通費は旅行代金に含まれず現地で実費購入します（目安：約100ユーロ）。
※含まれていないお食事（昼・夕）は同行スタッフが実費（目安合計：約150ユーロ）にてご案内します。

成田発 AA10B 中部発 AA10B N　関空発 AA10B K 出発日
¥472,000 ¥477,000 7/17（火）
¥468,000 ¥473,000 8/28（火）

フェント

メッテンベルク氷河横断
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オーストリアアルプスの最大の魅力はヨーロッパ最大級を誇る氷河を
いただく3,000m級の山々が連なるホーエタウエルン国立公園の迫
力ある大パノラマです。オーストリア 3大名峰と言われる最高峰「グ
ロースグロックナー 3,978m」、オーストリアのマッターホルンと形容さ
れる三角錐形の美しい「キッツシュタインホルン 3,203m」、そして世
界遺産にも指定されている猛々しい「ダハシュタイン山塊」それぞれ
異なった 3大名峰の魅力を存分に堪能していただけるアルプスウェイ
がオーストリアへの拘りと豊富な経験によって吟味した、とっておきの
プランです。景観の素晴らしいルートを1日のハイキングで楽しめます。また、
ホーエタウエルン山塊とは対照的な牧歌的なザルツブルガーランド地方なら
では美しく優しい心に残る風景も点在しています。ザルツブルグ州、シュタ
イヤーマルク州とあらゆる方角、滞在地からオーストリアの魅力に迫ります。

オーストリアアルプスのダハシュタイン山塊は、ザルツ
ブルグ州側の西側、ザルツガンマーグート地方から遠望
するのが一般的です。しかし、アルプスウェイでは南東
側のシュタイヤーマルク州から氷河エリアにもアクセス
して規制された世界遺産ダハシュタイン山塊周辺をじっ
くりと歩くことができます。晴天の日には展望台からドイ
ツ、スロベニア、イタリア、スイス方面の山まで見渡せ
る大パノラマが広がります。また、ツアー後半部分は
ザルツブルグ州のゴーサウ側からもダハシュタインの
西側の景観や夕景を見ることができます。

世界遺産ダハシュタイン山塊の魅力に迫る山旅

カイザー山群

ハイリゲン
ブルート

ツェルアムゼー

キッツビューエル

キッツシュ
タインホルン

カプルーン

ハルシュタット

ゴーサウ

グロース
グロックナー

ガシュ
タイナータール

バドガシュタイン

サンクトヨハン

グロスアール

グロス
アール
タール

グラウコーゲル

ドルフガシュタイン

フランツヨゼフ展望台カールス

ダハシュタイン

プラナイ

シュラドミング

バードイシュル

サンクトヴォルフガング
サンクトギルゲン

シャフベルグ

ザルツブルグ

オーストリアCコース 8名催行 12名限定

Austria C

日程 内容・食事・宿泊地

1 午前・午後：成田・中部・関空発   ミュンヘンまたはザルツブルグへ（途中降機地あり）夕刻・夜：ミュンヘンまたはザルツブルグ空港着。
空港にてアルプスウェイスタッフがお出迎えし、  専用車でカプルーンへご案内します。夜：カプルーン着　※到着日は軽夕食です。

2 終日：カプルーン滞在。キッツシュタイン、ツェルアムゼー周辺のハイキングへご案内します。キッツシュタインホルンの展望台からホーエタウエルン国立公園の絶景を楽しんだ後、
中間駅からマイスコーゲルまで「天空のハイキング」アレクサンダートレイルの縦走。【歩行：約 4時間　標高差 下り800m】

3 朝：ホテルのチェックアウト後、  専用車でバドガシュタインへ移動します。グロースグロックナー道路をグロースグロックナーの雄姿と
パステルツェ氷河の風景と散策を楽しみます。【歩行：約 2時間】夕刻：バドガシュタイン着

4
終日：バドガシュタイン滞在。ガシュタイナー渓谷周辺のハイキングへご案内します。バドガシュタインからクラウコーゲル山頂駅へ。クラウコーゲル（2,495m）展望ハイキングにご案内します。
余裕があれば山頂まで登ります。氷河を抱くテッシュラー山群、レートゼー、ガシュタイナー渓谷の絶景が広がります。
【歩行：約 3時間　標高差 登り280m　下り280m】※滞在中、ラドン成分を含んだ洞窟サウナを体験することも可能です。（要予約・日曜・8/15除く）

5 朝：ホテルのチェックアウト後、  専用車でシュタイヤーマルク州へ入りシェラドミングへ移動します。途中、ドルフガシュタイン～グロースアールへハイキング。
【歩行：約2時間　標高差 下り300m】午後：シュラドミング着　町の散策をお楽しみください。

6 終日：シュラドミング滞在。世界遺産ダハシュタイン山塊（シュタイヤーマルク州側）を眺めながらエンスタール、プラナイ周辺でのハイキング。
【歩行：約3時間　標高差 下り300m】

7
朝：専用車  で　シュラドミング側からダハシュタイン南壁に迫る展望台へ。ダイナミックに聳えるダハシュタイン山塊と壮大なアルプスのパノラマを満喫します。
その後ゴーザウへｲ移動し、前ゴーザウゼーからゴンドラで高原へ。眼下にゴーザウゼー、その奥に氷河を抱くダハシュタイン山塊を西側から望みながら、
ツヴィーゼルアルムのハイキング。ゴーザウカムの岩山も印象的です。【歩行：約 2.5時間　歩行標高差：登り約 100m　下り約 100m】

8 終日：ゴーザウ滞在。周辺のハイキングへご案内します。クリッペンシュタイン展望台からジャイドアルムへ下りハイキングスタート。北側から見るダハシュタインと氷河に迫る
シモニー小屋を目指すロングハイキングで旅を締めくくります。【歩行：約 7.5時間　歩行標高差：登り約 400m　下り約 400m】

9 早朝：ゴーサウ発  専用車でミュンヘンまたはザルツブルグ空港へ移動。アルプスウェイスタッフが搭乗手続きのお手伝いをします。
朝・午前：空港発  成田・中部・関空の各空港へ。（途中降機地あり）

10 朝・午前：成田・中部・関空着

募集人員：12名限定　最少催行人数8名　食事： 朝食8回／昼食0回／夕食8回（到着日の夜は軽夕食となります）　利用予定航空会社： ルフトハンザ・ドイツ航空、スイスインターナショナルエアラインズ、
オーストリア航空、フィンランド航空　利用予定ホテル： オルグラー（カプルーン）、パークホテルエリザベート（バドガシュタイン）、ポストホテル（シュラドミング）、ゴーサウアーホフ（ゴーサウ）

カプルーン泊

バドガシュタイン泊

バドガシュタイン泊

シュラドミング泊

シュラドミング泊

ゴーザウ泊

ゴーザウ泊

機中泊

※現地到着時のミュンヘンまたはザルツブルグ空港から帰国時のミュンヘンまたはザルツブルグ空港までアルプスウェイスタッフが添乗兼ガイドで同行します。※成田空港発着が羽田空港発着となる場合があります。

カプルーン泊

オーストリア3大名峰とホーエタウエルン
国立公園に迫るザルツブルガーランド&
シュタイヤーマルク縦走の旅10日間

ダハシュタイン山塊

ゴーサウ湖

※上記は2人部屋を2名様で利用する場合の1名様の料金です。
※成田発着が羽田発着となる場合があります。
※燃油サーチャージ目安は2017年11月現在¥12,800～¥23,600
※1人部屋追加料金は¥40,000（シングルルーム）、¥64,000（ツインのシングルユース）です。
　通常シングルルームはシャワーのみとなります。部屋数に限りがあるためご案内できない場合もございます。
※ツインルーム利用時でもホテルによってはシャワーのみとなる場合があります。
※日本各地からの国内線が特別料金（往復¥10,000～）にて利用可能です。
※ビジネスクラスは特別料金（往復¥340,000～）、プレミアムエコノミークラスは特別料金（往復¥130,000～）
　利用可能です。ご希望のお客様はお問合せください。
※日程表に記載したハイキングコースや日中の行動は、天候、残雪、ルート・コンディションなどにより変更となる場合があります。
　従って行動時の山岳交通機関の交通費は旅行代金に含まれず現地で実費購入します（目安：約100ユーロ）。
※含まれていないお食事（昼・夕）は同行スタッフが実費（目安合計：約150ユーロ）にてご案内します。

成田発 AA10C 中部発 AA10C N　関空発 AA10C K 出発日
¥468,000 ¥473,000 6/21（木）
¥479,000 ¥484,000 7/31（火）
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ピレネー

、スペインのカタルーニャ州、アラゴ

ン州そしてアンドラ公国の 3カ国に渡って聳える神秘なるピレネー

山脈には、アルプスよりさらに古い地層から成る美しい渓谷や湖水

が点在しています。また、アルプスのそれとは違ったピレネー地方

独自の風景や育まれてきた歴史や文化は、ピレネーならではの山旅

の奥深さを感じさせてくれます。数々の世界遺産に指定されている

人気スポットは勿論、ほとんど日本人ハイカーには知られていない

秘境に眠る絶景や自然保護区などの手付かずの自然の宝庫となって

いる穴場トレイルもたっぷりとご案内いたします。ピレネー山脈の奥

深さや未知なる風景をアルプスウェイで探してください。

Pyreneessses



トルラ

トゥルマレ峠
ラ・モシジュ

ピネタ渓谷

ガヴァルニー
渓谷

オルデサ渓谷

オルデサ&モンテペルディド
国立公園

ポルタレ峠（国境）

ネウヴィエル
自然保護区

ピック・デュ・ミディ
展望台

ルルド

コトゥレ渓谷

カンパン
渓谷

アインサ

モン・ペルデュ（仏）
モンテ・ペルディド
（3355m）

ローランのさけ目

ピック・デュ・ネウヴィエル
（3091m）

ピック・デュ・ミディ・ビゴレ
2877m

コトゥレ

ビエルサ

ゴーブ湖

ヴィニュマール
（3295m）

ピック・デュ・ミディ
ドッソー
（2884m）

ガヴァルニー

トルラ

トゥルマレ峠
ラ・モシジュ

ピネタ渓谷

ガヴァルニー
渓谷

オルデサ渓谷

オルデサ&モンテペルディド
国立公園

ポルタレ峠（国境）

ネウヴィエル
自然保護区

ピック・デュ・ミディ
展望台

ルルド

コトゥレ渓谷

カンパン
渓谷

モン・ペルデュ（仏）
モンテ・ペルディド
（3355m）

ローランのさけ目

ピック・デュ・ネウヴィエル
（3091m）

ピック・デュ・ミディ・ビゴレ
2877m

コトゥレ

ビエルサ

ゴーブ湖

ヴィニュマールニュ
（3295mm）

ピック・デュ・ミディ
ドッソー
（2884m）

ガヴァルニーガガ
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Pyrenees
ピレネー

ピレネー山脈に広がるハイキング、トレッキングの
フィールドは、国立公園や自然保護区に指定されて
おり、ありのままの自然の姿を体感できることが魅力
です。ゴンドラ、ロープウェイなどの機動力に頼らず、
じっくりと自分の脚で歩く楽しさ、この地域ならでは
の景観、高山植物そして歴史遺産に出会る旅を存分
に満喫してください。

手付かずの秘境と
歴史遺産に出会う、
ピレネー山脈のハイキング。

ピレネー国立公園入口を象徴する
スペイン橋をスタート地点とし山上
湖のゴーブ湖へ向かいます。登りを
避けたい方はゴンドラ利用も可能。
ゴーブ湖の美しい湖面の奥には風
格あるフランスピレネー最高峰ヴィ
ニュマール（3,298m）が堂々と聳
えます。健脚派は湖畔をさらに進み
オウレッテ小屋を目指してヴィニュ
マールに近づいてみましょう。

フランスピレネー最高峰　ヴィニュマール展望ハイキング
1 レベル 1

歩行約 2時間
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世界遺産に指定されたガヴァル
ニー圏谷は氷河の浸食で造られ、
3,000m級の山々と共にヨーロッ
パ最大級落差 422mを誇る滝な壮
大な圏谷美が目の前に広がります。
滝を間近に眺めるポイントまでの往
復コースは世界中の観光客が訪れ
るアップダウンの殆どない初心者
コースで Aコース、Bコースでは
さらにローランの裂け目や名峰タイ
ロンなどが目の前に迫るエスプグ
エット小屋へも登ります。

ガヴァルニー圏谷を目線の高さで
楽しめるのがテンテスのコル。ガ
ヴァルニーから車でアクセスできる
ちょっとした展望スポットです。コ
ル周辺の小山を周遊するだけで立
ち並ぶ圏谷の山々の投影を映し出
す小さな池やローランの裂け目を
望むポイントなどを効率よく楽しめ
ます。健脚組はタイロンを正面に
見ながらポルト・ドゥ・ブッシャロ（国
境）へ。スペインへと国境を越え

てガヴァルニー反対側のオルデサ渓谷、サン・ニコラウス・ブハウエロへと下山します。

ガヴァルニー圏谷　展望ハイキング テンテスのコル　絶景ハイキング
4 レベル 1・3

レベル 1：歩行約 3.5時間、　レベル 3　歩行約 6時間 5 レベル 1・2・3・4
レベル 1・2：歩行約 4時間、　レベル 3・4　歩行約 6時間

ローランのさけ目

トロッコ

ハイキングレベルは、P03をご参照ください。



至 トゥールーズ

アラン渓谷

ベナスケ
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ベナスケ渓谷

アスパン峠
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ルション
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至 アイグェストルテス国立公園

ヴィエラ

サンラリースラン

アオウ渓谷

アネト山
（3404m）

サ

SPAIN

FRANCE

コルメルス

アラン渓谷

ベナスケ

カステフォン・デ・ソスス

ベナスケ渓谷

アスパン峠

ペラグデ

ルション

サラデュ

セブンレイク

バケイラ

ルーロン渓谷

ヴィエラヴ

サンラリースラン

アオウ渓谷

アネト山
（3404m）

サ

SPAIN

FRANCE
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ロープウェイでわずか 15分、ピレ
ネー山脈の絶景を 360度パノラマ
で一望できるベストポイントです。
ピレネー最高峰アネト山、モンテ･
ペルディドなどの名峰、ローランの
裂け目までもが見渡せる抜群の立
地です。130年の歴史を誇る天文
台も併設。途中の山上湖を経由し
ながらトゥルマレー峠へ向かう下り
のハイキングが楽しめます。

ピック･デュ･ミディ展望台（2877ｍ）

オルデサ国立公園　渓谷展望ハイキング

2 レベル 2・3
歩行約 4時間

6 レベル 2・3
レベル 2：歩行約 6時間、　レベル 3　歩行約 7時間
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ネウヴィエール山塊の麓に広がる
自然保護区は手付かずの自然が残
るエリア。ネウヴィエール山やラモ
ンを眺めながらオレドン湖、ラケッ
ト湖、オヴェール湖など点在する
湖を結ぶように歩くハイキングや、
湖を眼下に見ながらオヴェール峠を
目指し、反対側にピック・デュ・ミ
ディ・ビゴレを遠望しながらトゥルマ
レー峠方面へ下る健脚向けの縦走
コースが楽しめます。

モンテ・ペルディド山麓の U字谷、
1997年に世界遺産に指定された
エリア、オルデサ&モンテ・ペルディ
ド国立公園。渓谷沿いの散策コー
スや展望台へジープで向かう観光
コースが一般的ですが、Aコース
では美しい原生林の中いくつもの
滝を見ながら谷奥の絶景ポイント、
コル・ディ・カヴァージョを目指し
て渓流沿いのロングコースを満喫
します。Bコースでは駐車場から

登り詰めて「ブレシュ・ド・ローラン（ローランの裂け目）」までも見渡す絶景ポイントで
壮大な景色を満喫した後は気持ちのよいトラバースコースを谷奥へ進みブナの原生林を
渓谷沿いに登山口へと戻ります。

無数に点在する湖をつないで縦走
するコースが広がるアイグェストル
テス国立公園。コルメルス湖畔の
コルメルス小屋を基点として湖を
巡るセブンレイクスはハイカーに最
も人気の高いルートです。大きな
登りの後はほどよいアップダウンを
繰り返しながら出会う大小さまざま
な形の湖はそれぞれ特徴があり、
お気に入りの湖を探しながら充実感
を味わえる周回コースです。

ネウヴィエル自然保護区　湖巡りハイキング

アラン渓谷　セブンレイク周遊ハイキング

3 レベル 3
歩行約 6時間

7 レベル 3・4
約 5～7時間
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日程 内容・食事・宿泊地

1 午前：成田・中部・関空   トゥールーズへ　（途中降機地あり）夜：トゥールーズ着。アルプスウェイスタッフが空港でお出迎えし、
専用車  にてコトゥレへ移動します。夜・深夜：コトゥレのホテルへご案内します。※到着日は軽夕食です。

2 氷河湖ゴーブ湖へのハイキングへご案内します。青く美しく澄んだゴーブ湖はフランス・ピレネーの最高峰ヴィニュマール（3,298m）を正面に望む絶景ポイントです。
【歩行：約 2時間　歩行標高差：登り約 100m　下り約 150m】

3 朝：専用車  にてコトゥレを出発しガヴァルニー村へ移動します。移動途中、キリスト教の聖地として世界的に有名なルルドや、ラ・モンジュ村にも立ち寄ります。
ロープウェイで向かうピックデュミディ展望台（2,877m）からは、ピレネー最高峰アネト山を始めとしたピレネーの山岳風景をパノラマでお楽しみください。

4 終日：ガヴァルニー圏谷ハイキング。ヨーロッパ最大級の落差を誇る滝に向かって目の前にダイナミックに立ちはだかる圏谷のすごさを間近に感じながらの往復ハイキングへ。
【歩行：約 4時間　歩行標高差：登り約 300m　下り約 300m】

5 終日：ガヴァルニー圏谷ハイキング。専用車  で高台のテンテスのコルへ。目線を変えた第 2の展望ポイントです。「ローランの裂け目」を始め
壮大なガヴァルニー圏谷の眺めをお楽しみください。【歩行：約 4時間　歩行標高差：登り約 150m　下り約 150m】

6 朝：専用車  でガヴァルニーを出発。スペイン国境手前の湖畔からミニトロッコ列車でピックデュミディドッソー（2884m）観光へ。
ピレネーのマッターホルンとも言われるピックデュミディドッソーの勇姿を目に焼き付けた後、国境を越えていよいよスペインへ。オルデサ国立公園の玄関口トルラへ移動します。

7 終日：オルデサ渓谷ハイキング。世界遺産オルデサ渓谷の入口から両側に迫るダイナミックな岩峰の眺めを楽しみ、ブナの原生林をゆっくりと進みます。いくつかの滝見をしながら、
谷奥の絶景のコル・ディ・カヴァージョを目指して渓流沿いのロングコースを満喫します。【歩行約 6.5時間　歩行標高差：登り約 300m　下り約 300m】

8 朝：専用車  でトルラを出発し、再び国境を越えフランスへ。フランス第 4の都市トゥールーズへ移動します。
移動途中、ピネタ渓谷に立ち寄り、モンテ・ペルディド（3,355m）を別の角度から望みます。

9 朝：トゥールーズ発。専用車  にてトゥールーズ空港へ。午前：トゥールーズ空港発   成田・中部・関空の各空港へ（途中降機地あり）

10 朝・午前：成田・中部・関空着

最少催行人員： 8名　募集人員： 12名限定　食事： 朝8回、昼0回、夕7回　利用航空会社： ルフトハンザ ドイツ航空、エールフランス航空
利用予定ホテル： ボア・ジョリ、リヨンドール（コトゥレ）、ブレシュ・ド・ローラン（ガヴァルニー（ジェドレ））、ヴィラ・ルッセル（トルラ）、イビス、メルキュール、シティーズ（トゥールーズ）

ハイキングレベルは、P03をご参照ください。

※現地到着時のトゥールーズ空港から帰国時のトゥールーズ空港までアルプスウェイスタッフが添乗兼ガイドで同行します。※日程表に記載したハイキングコースや日中の行動は、天候、残雪、ルート・コンディションな
どにより変更となる場合があります。※成田空港発着が羽田空港発着となる場合があります。

初めてピレネーを訪ねる方、
軽ハイキングでは物足りない
けど山小屋泊の縦走コースは
ハードルが高い、そんな方に
お薦めする、ピレネーの名峰
に出会う絶景ハイキングです。
旅はフランス側ピレネーから
スタートします。ピレネー国立
公園の玄関口となるコトゥレに
滞在。フランス・ピレネーを
代表する最高峰ヴィニュマール
（3,298m）の山麓でまずは足慣らしのハイキングです。
その後に続く旅のハイライト、ピレネーの本丸と言っても過言ではない、
世界遺産に登録されているエリア、ガヴァルニー圏谷とオルデサ国立公
園へ。フランスとスペインの国境に聳えるモン・ペルデュ（スペインでは
モンテ・ペルディド3,355m）、あの有名な「ローランの裂け目」も見ら
れる場所で世界中から多くの観光客が訪れます。壮大な圏谷美を間近に
感じたり、美しいブナの原生林ををたっぷりと歩けるよう、ありきたりなコー
スではなく一歩踏み込んだハイキングコースを選びました。
移動途中にはピレネーで外せないピックデュミディ展望台観光や、ピレ
ネーのマッターホルンとして知られるピックデュミディドッソー観光のト
ロッコ列車乗車を取り入れ、ピレネーの名峰の眺めをたっぷり満喫する
充実の 10日間です。
バルセロナ滞在ご希望の方には延泊手配も見積で承ります。

ピレネーAコース 8名催行 12名限定 フランス・スペイン2カ国の
ピレネー山脈屈指の絶景トレイルを
歩くハイライト 10日間Pyrenees A

トルラ

至トゥールーズ

ピック・デュ・ミディ展望台

ルルド

ゴーブ池
コトゥレ

オルデサ渓谷
オルデサ&モンテペルディド

国立公園

ピック・デュ・ミディ
ドッソー

トゥルマレ峠
アスパン峠

至トゥールーズ

ポルタレ峠
（国境）

ガヴァルニー

モンテ・ペルディド

マルボレタイロン

ヴィニュマール
3298ｍ

ローランのさけ目

ネウヴィエール
自然保護区

SPAIN

FRANCE

アインザ

ピネタ
渓谷

ポルト・ドゥ・ブシャロ

ガヴァルニーの滝

テンテス
※料金は2人部屋利用での1人分の代金です。
※燃油サーチャージ目安は2017年11月現在¥17,200～¥18,600
※1人部屋追加料金は¥40,000（シングルルーム）、¥64,000（ツインのシングルユース）です。
　通常シングルルームはシャワーのみとなります。部屋数に限りがあるためご案内できない場合もございます。
※ツインルーム利用時でもホテルによってはシャワーのみとなる場合があります。
※日本各地からの国内線が特別料金（往復¥10,000～）にて利用可能です。
※ビジネスクラスは特別料金（往復¥340,000～）、プレミアムエコノミークラスは特別料金（往復¥130,000～）
　利用可能です。ご希望のお客様はお問合せください。　
※日程表に記載したハイキングコースや日中の行動、天候、残雪、ルート・コンディションなどにより変更となる場合があります。
※含まれていないお食事（昼・夕）は同行スタッフが実費（目安合計：約180ユーロ）にてご案内します。

成田発 AY10A 中部発 AY10A N　関空発 AY10A K 出発日
¥493,000 ¥498,000 6/19（火）
¥498,000 ¥503,000 9/4（火）

コトゥレ泊

ガヴァルニー泊

ガヴァルニー泊

ガヴァルニー泊

トルラ泊

トルラ泊

コトゥレ泊

トゥールーズ泊

機中泊

ビッグ・デュ・ミディ

ゴーブ湖
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日程 内容・食事・宿泊地

1 午前：成田・中部・関空   トゥールーズへ（途中降機地あり）夜：トゥールーズ着。アルプスウェイスタッフが空港でお出迎えし、
専用車  にてサンラリースランへ移動します。夜・深夜：サンラリースランのホテルへご案内します。※到着日は軽夕食です。

2 ネウヴィエル自然保護区のハイキングへご案内します。専用車  でハイキングスタート地点へ。ピレネー国立公園の名峰、ピック・ロング（3,192m）やピック・デュ・ネウヴィエル（3,091m）、
ラモン（3,011m）などを眺めながら点在する湖をロングコースで巡ります。【歩行：約 6時間　歩行標高差：登り約 350m　下り約 350m】

3 朝：サンラリースランを出発。専用車  にてガヴァルニーへ移動します。移動途中、ピレネーの絶景を望むピックデュミディ展望台へロープウェイで上がります。
360度パノラマに広がるピレネーの展望を満喫しながらハイキングで下山。その後再び専用車  でガヴァルニー村へ。【歩行：約 4時間　歩行標高差：下り約 900m】

4 世界遺産ガヴァルニー圏谷が誇る絶景ルートへご案内します。ヨーロッパ最大級の落差を誇る滝と圏谷美を楽しむルートから、「ローランの裂け目」やピック・デュ・マルボレ（3,248m）、タイロン（3,144m）
などフランス側の名峰を望む抜群のロケーション、エスプグエット小屋への周遊ハイキングへ。【歩行：約 6時間　歩行標高差：登り約 700m　下り約 700m】

5
世界遺産ガヴァルニー圏谷が誇る絶景ルートへご案内します。ガヴァルニーから専用車  でテンテスのコルへ。タイロン（3,144m）を正面に見ながらポルト・ドゥ・ブッシャロ（国境）へ。
タイロン（3,144m）直下のタイロン氷河方面へ往復した後、国境を越えてオルデサ渓谷への下山口サン・ニコラウス・ブハウエロへ下ります。
【歩行：約 6時間　歩行標高差：登り約 200m　下り約 1000m】

6
世界遺産オルデサ国立公園の絶景ロングトラバースへご案内します。シャトルバス利用で登山口へ。展望エリアに向かって登り詰めると「ブレシュ・ドゥ・ローラン（ローランの裂け目2,854ｍ）」
までをも見渡せる絶景が広がります。展望を楽しみながら渓谷の奥へとトラバース。点在する滝を見ながら渓谷沿いに美しいブナ林の中を登山口へ戻ります。
【歩行：約 7時間　歩行標高差：登り約 700m　下り約 700m】

7 朝：専用車  にてトルラを出発しベナスケ渓谷へ移動します。午後：ベナスケ到着、到着後スペイン・ピレネーの代表的な氷河を頂くマラデッタ山塊の風景を見ながら秘境の
ベナスケを散策。ピレネー最高峰アネト山（3,404m）、ピッコ・コロネス（3,298m）、ピッコ・デ・ラ・マラデッタ（3,308m）の高山が連なる絶景をお楽しみください。

8 スペイン・ピレネーの秘境ベナスケでの終日トレッキングにご案内します。マラデッタ氷河、モンテマルディトス、スリーシスターズ山系を眺めながらの絶景トレッキングへ。
【歩行：約 6時間　歩行標高差：登り約 600m　下り約 600m】 

9 午前または午後：専用車  にてベナスケを出発しアラン渓谷の中心地ヴィエラへ移動します。午後：ヴィエラのホテルにチェックイン。
ベナスケまたはアラン渓谷にてお薦めのハイキングへご案内します。

10 アラン渓谷の中心地ヴィエラを起点に終日ハイキングへご案内します。専用車  にてバケイラ・べレットエリアの登山口へ移動しハイキングスタート。
ピレネー最高峰アネト山（3,404m）が見られるチャンスも。【歩行：約 4時間　歩行標高差：登り約 300m　下り約 300m】

11 朝：専用車  で登山口へ。アラン渓谷で人気の高い 7つの湖を巡るセブンレイク・ハイキングで旅を締めくくります。【歩行約 6時間　歩行標高差：登り約 600m　下り約 600m】

12 早朝：ヴィエラ発。専用車  にてトゥールーズ空港へ。午前：トゥールーズ空港発   成田・中部・関空の各空港へ。（途中降機地あり）

13 朝：成田・中部・関空着

募集人員： 10名限定　最少催行人員： 8名　食事： 朝11回、昼0回、夕11回　利用航空会社： ルフトハンザ ドイツ航空、エールフランス航空　利用予定ホテル： メルキュール（サンラリースラン）、ブレシュ・ド・
ローラン（ガヴァルニー（ジェドレ））、ヴィラルッセル（トルラ）、ホスピタル・デ・ベナスケ（ベナスケ渓谷）、TRYPヴィエラ・バケイラ（ヴィエラ）

ハイキングレベルは、P03をご参照ください。
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※現地到着時のトゥールーズ空港から帰国時のトゥールーズ空港までアルプスウェイスタッフが添乗兼ガイドで同行します。※日程表に記載したハイキングコースや日中の行動は、天候、残雪、ルート・コンディション
などにより変更となる場合があります。※成田空港発着が羽田空港発着となる場合があります。

ピレネー山塊に点在するロング絶景ルート。フランス・スペインで国境
を越えて惜しみなく歩ける健脚向けのプランです。旅の始まりは日本人
にはまだ知られていないフランスのネウヴィエル自然保護区の美しい湖
水群をじっくりと眺めながら歩きます。そしてピックデュミディ展望台か
らは名峰が織り成す大パノラマとこれから出会う名峰の数々を一望して
思いをはせながら旅のハイライトにのぞみます。
最大のハイライトはフランス側のガヴァルニー圏谷からスペイン側のオ
ルデサ渓谷へ山小屋泊して国境越えに挑むロングルート。有名な「ロー
ランの裂け目」を遠望する風景から直下へ、タイロン、カスケ、ヴィニュ
マール、モンテ・ペルディドなど 3,000m級の名峰群を間近に肌で感じ
ながら、スペイン側の世界遺産オルデサ &モンテペルディド国立公園へ
と縦走します。（ブレシュ・デュ・ローラン小屋の工事延長に伴い別の国
境越えルートを歩きます。）
後半ではスペイン側のピレネー山塊をアラゴン州、カタルーニャ州へ
と移動しながらピレネー最高峰アネト山（3,404m）の景観に迫ります。
アネト氷河をのぞむベナスケ渓谷に滞在したり、アラン渓谷滞在では
調和のとれたアネト山を遠望したり、40以上の湖水が点在するアイ
グェルトルテス国立公園内のセブンレイクス・グランド周回トレイルを
歩いて旅を締めくくります。トレッキング後は、ロマネスク様式の教会や
古き良きヴィエラの町を散策したり、「アラネーゼ」と呼ばれるアラン渓
谷の郷土料理を食したり、ピレネー・グランドサークル・トレッキングの達
成感に浸る至福の時をお楽しみください。

サンラリースラン泊

ガヴァルニー泊

ガヴァルニー泊

トルラ泊

トルラ泊

ヴィエラ泊

ヴィエラ泊

ヴィエラ泊

ベナスケ泊

ベナスケ泊

ピレネー山脈の名ピークに迫る
縦走トレッキング・
ピレネーサークルの旅 13日間Pyrenees B

ピレネーBコース 8名催行 10名限定

サンラリースラン泊

機中泊

ピック・デュ・ミディ
展望台

オルディサ渓谷

至トゥールーズ

アネト山

モンタルドベシベッリ

ネオヴィエイユ
自然保護区

モンテ・ペルディド

トゥルマレ峠
アスパン峠

トルラ
コルメルス

バケイラ

アラン渓谷ガヴァルニー

タイロン

ポルト・ドゥ・ブシャロ

マルボレ
ローランの
さけ目

ピネタ渓谷 ヴィエラ

サンラリースラン

SPAIN

FRANCE

ピック・デュ・ミディ・ビゴレ

アインザ

ベナスケベナスケ
渓谷

オルデサローランのさけ目

ネウヴィエール自然保護区

※料金は2人部屋利用での1人分の代金です。
※燃油サーチャージ目安は2017年11月現在¥17,200～¥18,600
※1人部屋追加料金は¥50,000（シングルルーム）、¥80,000（ツインのシングルユース）です。
　通常シングルルームはシャワーのみとなります。部屋数に限りがあるためご案内できない場合もございます。
※ツインルーム利用時でもホテルによってはシャワーのみとなる場合があります。
※日本各地からの国内線が特別料金（往復¥10,000～）にて利用可能です。
※ビジネスクラスは特別料金（往復¥340,000～）、プレミアムエコノミークラスは特別料金（往復¥130,000～）
　利用可能です。ご希望のお客様はお問合せください。　
※日程表に記載したハイキングコースや日中の行動、天候、残雪、ルート・コンディションなどにより変更となる場合があります。
※含まれていないお食事（昼・夕）は同行スタッフが実費（目安合計：約200ユーロ）にてご案内します。

成田発 AY13B 中部発 AY13B N　関空発 AY13B K 出発日
¥572,000 ¥577,000 8/23（木）
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ヴァレアオスタ

ドロミテ

ルアッティー家の経営するアットホームな 3

つ星ホテル。コルチナの街に近くトファー
ナを望む静かな雰囲気をお楽しみください。
アルプスウェイスタッフも一緒に滞在する
ので安心です。

ヴィーゴディファッサの人気ホテル。オー
ナーはアルベルト・トンバの親友でトンバ
と日本訪問経験もある親日家。美味しい
料理とホスピタリティに定評あります。

セラ山群山麓、バディア渓谷の中心の静
かな村コルバラのお薦めホテル｡ サッソン
ガーが間近に聳え、お部屋は清潔で大き
なプールも完備、バス停が目の前の便利
な立地です。

トゥルシエ一家が経営するクールマイユール
で人気の 4つ星ホテル。レストランからの
モンテビアンコ（モンブラン）の眺めが自慢、
ジャグジーなどの設備も充実しています。

モンテチェルビーノ（マッターホルン）山
麓のチェルビニアに建つ 3ッ星ホテル。
充実のワインリストやホテル前からの山の
眺めも宿泊の楽しみです。

モンテローザの峰の名前が付けられた山
麓の村グレッソネーに建つ 3つ星ホテル。
シャワーのみですが、木目調の暖かい雰
囲気と美味しい食事が好評の快適なホテ
ルです。

マクニャーガの村の中心に位置する 3つ
星ホテル。観光案内所もすぐ近く、ゴンド
ラ乗り場まで徒歩 4分の便利な立地です。
広めの庭から静かに周辺の山を眺め、贅
沢な時間を過ごせます。

ベニとフェレへ向う路線バスターミナル前
に位置する便利な立地｡ シンプルながらも
清潔な部屋とリラックスできる静かな空間
です。朝食のみ提供するホテルとなります。

名峰チベッタ山麓の静かなアレゲ湖畔に建
つ絶好のロケーション。美味しい料理とホ
スピタリティーが定評ある町一番の人気ホ
テル。ゴンドラ乗り場も徒歩 5分、買い
物にも便利です。

ドロミテの名峰､ セラ山群山麓のポルドイ峠
に建つ山岳ホテル｡ セラ山へ架かる唯一の
ロープウェイ乗り場前に建つ好立地でシャ
ワーも完備された 3つ星ホテルです。

町の中心に位置する人気の4つ星ホテル。
落ち着いたお部屋はのんびりと滞在可能、
歩行者天国のメイン通りにあるので買い物
にも便利です。コルチナ滞在時、リクエス
トベースで手配可能です。

1929年に創られた歴史ある山小屋です。近年10年もの工事期間を経てリ
ニューアルオープン。チェルビーノ中腹 2800mの高台に位置する絶景のロ
ケーション、食事も好評、シャワーも完備した清潔で快適な山小屋です。

国立公園の中心、氷河を纏うイタリア国内最高峰グランパラディーソ山群を
間近に望む、2750mの高台に位置する山小屋。野生動物との出会いや、
美しい夕景を見ながら特別な時間が過ごせます。シャワーも完備しています。

HoteI Trieste
トリエステ　★★★

Alpenhotel Corona
コロナ　★★★★

HoteI Col Alto
ホテル・コルアルト　★★★★

HoteI Pavillon
パビヨン　★★★★

HoteI Edelweiss
エーデルワイス　★★★

HoteI Dufour
ドュフール　★★★

Hotel Zumstein
ツムシュタイン　★★★

HoteI Croux
クロ　★★★

Hotel Europe
ヨーロッパ　★★★★

HoteI Savoia
山岳ホテル・サボイア　

HoteI Ancora
アンコラ　★★★★

アブルッツイ小屋

シャボー小屋

コルチナダンペッツォ

ヴィーゴディファッサ

コルバラ

クールマイユール

チェルビニア

グレッソネー

マクニャーガ

クールマイユール

アレゲ

ポルドイ峠

コルチナダンペッツォ

ホテル &山小屋セレクション
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シングル部屋利用
ヨーロッパのホテルは一般的に 2人部屋が
多いため、1人部屋は通常バスタブ（浴槽）
が無いシャワーのみの場合が多く、山側、
湖側のお部屋を確保できないことがあり
ます。尚、2人部屋利用時でもホテルによっ
てはシャワーのみとなる場合があります。

3名様で 1部屋利用
ツインルームに簡易ベッドを入れ、3名
様でご利用いただくため手狭となります。
簡易ベッドの搬入時刻は夜遅くなること
があり、ホテルにより 3人部屋をご利用
できない場合もあります。

宿泊についての
ご注意

※一般的に山岳リゾートのホテルには、ミニバー、コーヒーメーカーなどの湯沸し、スリッパ、歯磨きなど備え付けはありません。
※オーストリアのホテルのツインルームは、基本的に１つの木枠に２つのマットレスが収まり、分ける事のできないジャーマンツインタイプとなります。

グループ参加の場合
グループ、ご家族参加で 2部屋以上をご
利用いただく場合、ホテル側の事情によ
り、お隣または同じ階の部屋をご用意で
きない場合がありますので予めご了承く
ださい。

ALPSWAY 2018 / Dolomiti,Valle d’Aosta, Tirol,Salzburgerland, Pyrenees

チロル／ザルツブルガーランド ピレネー

女性オーナーが経営する家族ホテルで心
配りが行き届いています。ゆったりとした
お部屋とプール、サウナの充実した設備
で快適な滞在ができます。夕食は同経営
の 4つ星ホテルで召し上がれます。

町の中心にも近い立地で併設する自慢の
スパ施設は人気絶大。ディレクターやスタッ
フの心温まるおもてなし、地元の食材を生
かした食事は大好評です。各部屋にペット
ボトルの水のサービスは嬉しい限りです。

有名な「ブレシュ・ドゥ・ローラン（ローラ
ンの裂け目）」が遠望できる立地。家族
経営の明るい雰囲気のホテルは清潔感あ
ふれるお部屋でゆったりとした滞在が楽し
めます。

キッツュタイン峰の麓村、カプルーンの 4

つ星ホテル。オーナーのレンツ夫妻の暖か
いおもてなし精神、落ち着いたインテリア、
レストランの美味しい食事は大好評です。

大通りから少し入った旧市街の中に位置す
る雰囲気の良いホテル。旧市街の散策に
も便利でスーパーにも近く、ホテルの前に
ベーカリーがありランチの用意やお土産さ
がしも安心です。

ピッツタール最奥の村マンダーフェンの家
族経営の 3星ホテル、静かなロケーション
に建ち、オーストリアらしいホスピタリティ
に溢れるホテルです。

ダハシュタインの南側シュラドミングの町の
中心部にあり、一度は泊まってみたい由緒
ある伝統的なデラックスホテル。入り口の
黄色い郵便馬車がトレードマークです。

エッツタールのハイキング拠点となるゼル
デンの 3つ星ホテル。川沿いの静かな立
地で彫刻が施された郷土色あふれるチロ
ル風の内装でゆっくりとお寛ぎください。

Hotel Bergjuwel
ホテル ベルグジュエル　★★★

Hotel Mercure Sensoria
ホテル メルキュール・センソリア ★★★★

Hotel La Breche de Roland 
ホテル ブレシュ ドゥ ローラン ★★★

Hotel Orgler
ホテル オルグラー　★★★★

Hotel Villa Russell 
ホテル ヴィラ ルッセル　★★★

Hotel Rifflsee
ホテル・リッフルゼー　★★★

Post Hotel
ポスト ホテル　★★★★

Parkhotel
パークホテル　★★★

ノイシュティフト サンラリースラン

ガヴァルニー（ジェドル）カプルーン

トルラ

マンダーフェン

シュラドミング

ゼルデン

スーパー、スポーツ店、バール、レストランが
軒を連ねる賑やかなヴィエラの町の中心へは
歩いて約 5分。石造りの建物が雰囲気ある
旧市街の散策にも便利。ホテル併設のサウナ
やジャグジーでほっと一息の時間もどうぞ。

小さな町ながらもフランスらしい明るい雰囲
気が特徴的な町の中心に位置し観光局にも
近くショッピングにも便利な立地。あたたかみ
のあるお部屋は快適そのもの。家族経営な
らではの心を込めたおもてなしが自慢です。

Hotel TRYP Vielha Baqueira 
ホテル TRYP ヴィエラ バケイラ ★★★★

Hotel Le Bois Joli
ホテル ボワ ジョリ　★★★

ヴィエラ

コトゥレ
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成田～ミラノ直行便が毎日就航、アオ
スタコースを中心に利用します。豪華
な食事と最上のサービスが提供され
るビジネスクラス、足元にゆとりが
あり、ビジネスよりリーズナブルな
プレミアムエコノミークラスなどお好
みに合わせて手配可能です。

中部・関空・成田からはヨーロッパ最短
経路で移動可能です。ミラノ・マルペン
サ空港までは毎日、ベニス空港には週
3便就航。ビジネスクラスも特別料金に
て提供いたします。福岡からヘルシン
キ便が週3便運行中。北イタリア方面
に便利です。

ルフトハンザ ドイツ航空を利用して
北イタリア（ミラノ／ベニス他）や
オーストリア方面（インスブルック／
ザルツブルグ）に利用します。フラ
ンクフルト、又はミュンヘンでも乗り
継ぎが効率よく、中部・関空はもち
ろん、羽田空港発着も可能になり
ます。ゆとりある足元スペースとシー
トで快適なプレミアムエコノミー、全
長 2メートルの水平ベッドでユニーク
な食事サービスのビジネスクラスも
あります。

成田空港から毎日運航、チューリッヒ経
由で、イタリア・オーストリア方面につ
ながります。世界のエアラインランキ
ングでは常に上位、全席に日本語の映
画を含むエンターテイメントがオンデマ
ンドで上映、ファーストクラス・フルフ
ラットのビジネスクラス 2-4-2の利用し
易いエコノミークラスの 3クラス体制、
全日空のマイレージに積算可能な最も
利用しやすい航空会社となります。

豪華な食事と極上のサービスが提供される
ビジネスクラスは、最新の 180度のフラッ
トシートで快適です。

2018年夏、成田からウィーン直行便が週5便
で再就航。オーストリアやドロミテ方面ハイキ
ングにはとても便利になり、ウィーン延泊もでき
ます。ウィーン空港は乗継もわかりやすく市
内アクセスも便利です。

© Photographer Lufthansa

プレミアムエコノミークラスは、ビジネスより
もリーズナブルに利用可能。少しでも快適な
移動をご希望のお客様にお薦めです。

アリタリア-イタリア航空

ルフトハンザ ドイツ航空

ビジネスクラスで快適な長旅を!　追加料金の目安  往復340，000円～
アリタリア－イタリア航空とルフトハンザ ドイツ航空はプレミアムエコノミークラスの利用ができます。　追加料金の目安  往復130，000円～
※このページ記載の各エアライン共通、料金は時期や混雑状況により、変動します。片道のみの利用はできません。詳細はお問い合わせください。

フィンランド航空

スイス インターナショナル エアラインズ

オーストリア航空

Airline
航空会社紹介

乗り継ぎ用、日本国内線特別料金
※ルフトハンザ ドイツ航空やスイス インターナショナル エアラインズの場合、日本各地からの全日空国内線が、片道につき 5,000円～で利用可能です。
※アリタリア航空利用の場合、日本航空又は全日空国内線が片道につき 7,500円～で利用可能です。
※フィンランド航空利用の場合、全ての日本航空国内線が片道につき 10,000円～で利用可能です。
※ビジネスクラス利用の場合国内線料金は異なります。詳しくはお問い合わせください。

旅行契約の解除期日 取消料
旅行開始日がピーク時（4/27～5/6、7/20～8/31）で
旅行開始日の前日より起算して40日前から31日前まで 旅行代金の10%

旅行開始日の前日より起算して30日前から3日前まで 旅行代金の20%

旅行開始日の前々日以降 旅行代金の50%

旅行開始後及び無連絡不参加の場合 旅行代金の100%
※以上の旅行条件は2017年11月20日を基準としております。その他詳細につきましては別紙 旅行条件書をお読みください。
※お客様のご都合による変更・取消の場合、返金に伴う振込手数料はお客様負担とさせていただきます。

この旅行は（株）フェロートラベル〔東京都渋谷区道玄坂 2-16-8･観光庁長官登録旅行業 664号〕
（以下 ｢当社｣）が企画・実施する旅行であり､ この旅行に参加されるお客様は当社と募集型企画
旅行契約を締結することになります｡ 募集型企画旅行契約の内容･条件についての詳細は別紙条
件書､ 最終日程表及び当社募集型企画旅行約款によります。

1.旅行代金に含まれるもの
利用交通機関の運賃､ 宿泊料金（2名 1室利用）､ 食事料金､ お一人につき 23kg（ビジネスクラ
スは、航空会社により異なります）までの航空手荷物運搬料。※航空会社により異なります。

2.旅行代金に含まれないもの
超過手荷物料金､ クリーニング代､ 電話代、飲物代､ その他個人的性質の諸費用､ 渡航手続関係費
用､運送機関の課す付加運賃、ハイキング時の定期路線バスやロープウェイなど山岳交通機関の料金。

3.旅行代金のお支払い及び取消料
代金のお支払い :旅行出発の前日から起算して通常 45日前までにお支払いいただきます。1

お申込み

まずお電話で空き状況をご確認の上、ご予
約ください。その際、必ずパスポートと同
じ名前でお申込みください（特にハネムー
ンでご参加のお客様）。
申込書類到着後、7日以内に申込書の返
送と申込金お1人様 50,000円（旅行代金
に充当）を銀行振込みにてお送りください。
お申込書とお申込金の到着をもって旅行契
約の成立となります。

●お振込先
三菱東京UFJ銀行　四谷三丁目支店
当座預金 321256
みずほ銀行 渋谷支店 :普通預金 8098364
りそな銀行 市ヶ谷支店 :当座預金 53839
三井住友銀行 麹町支店 :当座預金 264514
◎振込口座名 :（株）フェロートラベル

※銀行振込手数料はいずれもお客様のご負担となり
ます。尚、クレジットカードでのお支払いはできま
せんので、予め御了承ください。

2
書類送付

申込書､ 申込金の到着確認後､ 出発の
約 45日前に残金の請求書、他旅行の補
足ご案内等の書類をお送り致します。

3
渡航手続き

既にパスポートをお持ちの方も残存期間
（出国時90日以上）をご確認ください。
海外旅行傷害保険のご加入の方はお早め
に、遅くともご出発の 1ヵ月前までに申
込書を当社までお送りください。

4
残金の支払い

請求書に記載された期日までに、残金
を銀行振り込みにてお支払いください。

5
最終確定・書類送付

ご出発の約2週間前までに、最終の日程集
合案内等を含む資料一式を送付いたします。

6
ご出発

指定の時間、場所に出発空港にご集合
ください。パスポートをお忘れなく

募集型企画旅行条件（抜粋）募集型企画旅行条件（抜粋）

取消料
お客様の都合でご旅行を取り消される場合のキャンセル料は以下の通りです。
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変化に富んだオーストリアアルプス

果てしない魅惑あふれるドロミテハイキング 心のサプリになったドロミテハイキング

記念のアオスタハイキング 手つかずの大自然ピレネー

Customer's

Voice

お客様の声

初めてドロミテに行った。荒涼とした岩稜、可憐な
花のアルプ、様 な々ライフスタイルのツーリスト達など、
どこを見ても絵になる。毎日ロープウェイやリフトを乗
り継いで、ゆっくり景色を眺めながら歩いたり、時に
スリリングなトラバースもあるトレッキングを満喫した。
途中大雨による通行止めや、リフトの昼休み運休と
いったハプニングもあったが、かえって美味しいレス
トランが見つかったり、おおらかなイタリアモードが
心のサプリになった。ホテルや山小屋も快適。アグ
リツーリズモの国だけあって郷土料理もうまい。小
瀬さんにご馳走になった 気゙付け の゙エスプレッソは
あれから癖になっている。また本場のコーヒーを飲
みに行きたいものだ。

中山文雄様・れい子様（神奈川県）

前年にドロミテに行き、今年は他のヨーロッパアル
プスにと思い、まずシーズン初めの 6月下旬にオー
ストリアのハイキングに参加しました。この山域の
知識はほとんどありませんでしたが、ドロミテの独
特の岩峰群とは異なり、緑に覆われた広い谷や草
原、お花畑と共に、変化にとんだ山容が印象的で
した。なかでも、キッツシュタインホルンの展望台
（トップ・オブ・ザルツブルグ）からのオーストリア
最高峰グロースグロックナーや天空の爽快なアレク
サンダートレイル、世界遺産のダハシュタイン山塊
（雄大な山塊を眼前にした小ピークでのピクニック
ランチも最高）など、天候等を考慮した適切な行
程で、楽しむことが出来ました。

佐野 方則様（兵庫県）

自然が創り出した断崖絶壁の独特な容姿を持つドロミテの山々の、
雄大で変化に富んだ絶景の中のハイキングは、強烈な印象と感
動を私に残しました。
コルバラから専用車で訪れたボルドイ峠からスタートしたコースは、
右手に氷河を抱いたマルモダーラや彼方にフェダイヤ湖を見渡す
広 と々した展望の良いルートでした。
フェダイヤ湖到着後、立ち乗りリフトで登ったマルモダーラ中腹では、
マルモダーラ氷河が目の前に迫り、セラ山、サッソルンゴなど名
峰の大パノラマは息を飲む程の絶景でした。
今回は路線バスや専用車を効果的に活用し、ゴンドラやリフトを乗
り継ぎ機動的で非常に変化に富んだドロミテの素晴らしさを堪能し
たハイキングプランでした。誠実で信頼のおけるフェローガイドさん、
話題豊富な社交的で楽しい参加者の方々のおかげで、生涯忘れ
られない魅惑溢れる感動の旅となり、大変感謝しております。

佐久間 昭嗣様・佳子様（千葉県）

私たち今年は古稀となり　結婚 45周年を迎える年
(歳 )にあたり家内の長年の願いで在った ”海外ト
レッキング “の希望を叶えることとなりました。　そ
れを行うにあたり３ツの条件を出しました。①混雑を
していない静かな環境であること。②風光明媚！兎
に角景色の綺麗なこと！③食事が美味しいこと！　こ
の３ツの条件が適えばどこでもOK！　我が儘な条
件を全て叶えるところが ”イタリアトレッキング・アオ
スタ“でした。　成田を出発してから10日後の成
田に着くまで夢のような日々 でした。　モンテローザ、
モンテチェルビーノ、グランパラヂーゾ、モンテビア
ンコのスケールの大きな山々、経験をしたことの無
い素晴らしい景色に圧倒され、感動の毎日でした。
とても素晴らしい古稀の思い出となりました。

石川 好男様・由美子様（東京都）

古希を前にヨーロッパアルプスとは異なる山旅を求
め、ピレネー Bコースに参加しました。世界遺産
のフランス側のガヴァルニー圏谷、スペイン側のオ
ルデサ渓谷を中心に、小さな村に滞在し、経験豊
かな参加者の皆さんや地元のハイカーたちと共に、
素朴で手付かずの自然に触れながら絶景トレイル
をじっくり歩いた山旅。特にテンテス峠の尾根からの
「ローランの裂け目」や滝の流れ落ちるガヴァルニー
の圏谷美、一気に 600mを直登したオルデサ渓谷
のロングルートが印象的でした。またヨーロッパアル
プスとは異なり、観光客が少なく、多くの現地の人
たちが老いも若きも自然を楽しむ姿も感動的でした。
天候にも恵まれ、アルプスウェイならではの少人数
での催行とフレキシブルな対応で、ピレネーの大自
然を満喫した旅になりました。

山田 真彦様・惠子様（神奈川県）

AustriaValle d’Aosta Pyrenees
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お問合わせ・お申込みは

営業時間:月～金10時～18時／土曜日10時～15時／日・祝日は休み

〒150-0043東京都渋谷区道玄坂2-16-8
ビジネスヴィップ渋谷ビル4F
e-mail : info@fellow-travel.co.jp

Fax.（03）5489-6300

※お車にてご来社の方には1Fパーキングの
　料金を1時間分無料サービスいたします

●フォーラム8

東京本社 Tel.（03）5489-9541

九州全域・山口県のお客様、専用フリーダイヤル

〒530-0002大阪市北区曽根崎新地2-3-13
若杉大阪駅前ビル6F
e-mail : osaka@fellow-travel.co.jp

Fax.（06）6347-8986
大阪支店 Tel.（06）6347-8984

〒450-0002愛知県名古屋市中村区名駅3-16-22
名古屋ダイヤビルディング1号館6F
e-mail : nagoya@fellow-travel.co.jp

Fax.（052）569-1080
名古屋営業所 Tel.（052）569-1071

●
安保
ホール

http://www.fellow-travel.co.jp/アルプスウェイ
九州全域と山口県にお住まいのお客様専用のフリーダイヤルをご用意しました。
お気軽にお問い合わせください。

旅行企画・実施

株式会社フェロートラベル

観光庁長官登録旅行業第664号
社団法人日本旅行協会（JATA）会員
総合旅行業務取扱管理者
澤 宏太郎（東京本社）
足立真子（大阪支店）／森下雅史（名古屋営業所）

●総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取
り扱う営業所での取引に関する責任者です。この旅行
契約に関し担当者からの説明にご不満な点があれば、
ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

◆協賛：アリタリア‐イタリア航空会社、スイス インターナショナル エアラインズ､フィンランド航空、ルフトハンザ ドイツ航空
◆後援：イタリア政府観光局（E.N.Ｉ.T.）、ヴァレアオスタ州政府観光局、コルチナツーリスモ

●貴重なお時間をお待たせすることのないように、ご来社の際は必ず事前に時間をご予約ください。 ●遠方の方やご来社いただけない方にはお電話やファクス、e-mailによる
ご相談を受け付けております。 ●お仲間が数人揃いましたらお知らせください。ご説明に伺います。

0120-260-162

年
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月
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※参加は無料ですが、座席数に限りがありますので、事前にアルプスウェイ宛て、必ずご予約ください。※地方のお客様でご都合が悪い場合、地方イベントの前後を利用して個別にカウンセリングも可能です。
又、首都圏、中部圏、関西圏のお客様は随時弊社にて対応いたします。ご気軽にご相談ください。※会場は変更になることもあります。ご来場の際は弊社ホームページのセミナー情報をご確認願います。

イベント 場所 日付 時間 会場名 最寄り駅

イタリアハイキングフェスタ
東京 12/15（金） 11：00 ー 13：00 日比谷コンベンションホール（日比谷図書文化館B1） 地下鉄霞が関駅（B2・C4）より徒歩約3分

名古屋 12/16（土） 11：00 ー 13：00 電気文化会館5Fイベントホール 東山線・鶴舞線「伏見」駅4番出口より東へ徒歩約2分

大阪 12/17（日） 11：00 ー 13：00 ブリーゼプラザ　803＋804号室 JR大阪駅（桜橋口）より徒歩約5分

ピレネーハイキングセミナー
東京 12/15（金） 14：00 ー 16：00 日比谷コンベンションホール（日比谷図書文化館B1） 地下鉄霞が関駅（B2・C4）より徒歩約3分

名古屋 12/16（土） 14：00 ー 16：00 電気文化会館5Fイベントホール 東山線・鶴舞線「伏見」駅4番出口より東へ徒歩約2分

大阪 12/17（日） 14：00 ー 16：00 ブリーゼプラザ　803＋804号室 JR大阪駅（桜橋口）より徒歩約5分

スイス個人旅行&イタリア他、
海外ハイキングセミナー

甲府   3/  3（土） 10：30 ー 12：30 甲府商工会議所（予定） 甲府駅より徒歩約15分　甲府昭和I.C.または甲府南I.C.より車で20分

長野   3/  4（日） 10：30 ー 12：30 ICI石井スポーツ　長野店 JR長野駅（善光寺口）より徒歩約1分

広島   3/25（日） 10：30 ー 12：30 ICI石井スポーツ　広島店 広島電鉄「紙屋町西」、「紙屋町東」電停から徒歩約1分

静岡   4/  7（土） 10：30 ー 12：30 CSA貸会議室・レイアップ御幸町ビル 5階 5-A JR静岡駅（北口）徒歩約3分

長岡   4/  7（土） 11：00 ー 12：30 ICI石井スポーツ　長岡店 JR長岡駅より車で約7分

新潟   4/  8（日） 10：30 ー 12：30 ICI石井スポーツ　新潟店 JR新潟駅（南口）より徒歩約15分

札幌   4/21（土） 15：00 ー 16：30 ACU-A（アスティ45）会議室 1204号室 札幌駅（南口）より徒歩5分（地下直結）

旭川   4/22（日） 15：00 ー 17：00 大雪クリスタルホール第2会議室（予定） JR旭川駅より「大雪アリーナ前」バス停下車

岐阜   4/22（日） 15：00 ー 17：00 じゅうろくプラザ研修室1 JR岐阜駅（隣接）徒歩約2分

オーストリア&ピレネー
ハイキングセミナー

東京

12/20（水） 15：00 ー 17：00 フォーラム8　503号室 JR渋谷駅（ハチ公口改札）より徒歩約8分

  1/13（土） 15：00 ー 17：00 国際フォーラムG602 JR有楽町駅から徒歩1分

  2/10（土） 15：00 ー 17：00 フクラシア東京ステーション G会議室 東京駅日本橋口徒歩約2分

  3/11（日） 15：00 ー 17：00 国際フォーラムG棟（予定） JR有楽町駅から徒歩1分

名古屋

12/21（木） 15：00 ー 17：00

（株）フェロートラベル名古屋営業所 JR名古屋駅（桜通口）より徒歩約3分
  1/20（土） 15：00 ー 17：00

  2/18（日） 15：00 ー 17：00

  3/24（土） 15：00 ー 17：00

大阪

12/21（木） 15：00 ー 17：00

若杉大阪駅前ビル7階会議室 JR大阪駅（桜橋口）より徒歩約5分
  1/13（土） 15：00 ー 17：00

  2/17（土） 15：00 ー 17：00

  3/17（土） 15：00 ー 17：00

札幌
  1/27（土） 15：00 ー 17：00

ACU-A（アスティ45）　1212号室 札幌駅（南口）より徒歩5分（地下直結）
  3/18（日） 15：00 ー 17：00

横浜   3/24（土） 15：00 ー 17：00 崎陽軒本店　6階3号室 JR横浜駅（中央東口）より徒歩約2分

仙台   2/24（土） 15：00 ー 17：00 ヒューモスファイブ　9階会議室中（Cホール） JR仙台駅（デッキ直結）より徒歩約1分

神戸   3/31（土） 15：00 ー 17：00 IBS石井スポーツ　神戸三宮店　 JR三宮駅（東口）より徒歩約3分　

福岡   3/31（土） 15：00 ー 17：00 天神ビル11階会議室　5号 地下鉄天神駅（直結）徒歩約1分

イタリア（ドロミテ・アオスタ）
ハイキングセミナー

東京
  1/13（土） 13：00 ー 15：00 国際フォーラム G602 JR有楽町駅から徒歩1分

  2/10（土） 13：00 ー 15：00 フクラシア東京ステーション G会議室 東京駅日本橋口徒歩約2分

  3/11（日） 13：00 ー 15：00 国際フォーラム G棟（予定） JR有楽町駅から徒歩約1分

名古屋
  1/20（土） 13：00 ー 15：00

（株）フェロートラベル名古屋営業所 JR名古屋駅（桜通口）より徒歩約3分  2/18（日） 13：00 ー 15：00

  3/24（土） 13：00 ー 15：00

大阪
  1/13（土） 13：00 ー 15：00

若杉大阪駅前ビル7階会議室 JR大阪駅（桜橋口）より徒歩約5分  2/17（土） 13：00 ー 15：00

  3/17（土） 13：00 ー 15：00

札幌
  1/27（土） 13：00 ー 15：00

ACU-A（アスティ45）　1212号室 札幌駅（南口）より徒歩5分（地下直結）
  3/18（日） 13：00 ー 15：00

横浜   3/24（土） 13：00 ー 15：00 崎陽軒本店　6階3号室 JR横浜駅（中央東口）より徒歩約2分

仙台   2/24（土） 13：00 ー 15：00 ヒューモスファイブ　9階会議室中（Cホール） JR仙台駅（デッキ直結）より徒歩約1分

神戸   3/31（土） 13：00 ー 15：00 IBS石井スポーツ神戸三宮店　 JR三宮駅（東口）より徒歩約3分　

福岡   3/31（土） 13：00 ー 15：00 天神ビル11階会議室　5号 地下鉄天神駅（直結）徒歩約1分
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