
AUSTRIA●モンタフォン/イシュグル/レッヒ

SLOVENIA●ユリアンアルプス

AUSTRIA●ダハシュタイン/グロースグロックナー/キッツシュタインホルン

SWITZERLAND●マイリンゲン/アンデルマット/ルガーノ

CHILE/ARGENTINA●パタゴニア

アルプスウェイ
こだわり海外ハイキングの旅
2018

アルプスウェイが専門店としての豊富な旅づくりのノウハウと経験を基盤に
ベテランスタッフが特別なデスティネーションをツアー企画から

現地ガイドに至るまで情熱とこだわりをもってプロデュ－スするスペシャルツアーです。 
海外ハイキング、トレッキング経験の豊富なリピーターにも自信をもって お薦めいたします。

少人数12名限定（最少催行8名）でご案内いたします。
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アルプスウェイこだわり海外ハイキング旅は、
私たちスタッフが自ら幾度となく現地に赴き、数々の山岳トレイルを歩き尽し、
自分たちが良いと実感したデスティネ－ションだけを吟味してお客様に提供しています。 
毎年、新たに造成されるとっておきのエリア、少人数限定による質の高いガイドサービス。
そして参加者同士の楽しいコミュニケーションはお客様の旅をより豊かなものにします。

レベル1 ●1日平均歩行時間▶約2時間前後
●1日平均標高差▶約100m未満

ほぼ平坦なハイキングコース。普段あまり歩かない方。体力、筋力に自身のない方。

レベル2 ●1日平均歩行時間▶約2～4時間
●1日平均標高差▶約100～500m

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。
４時間くらい歩ける体力のある方。

レベル3 ●1日平均歩行時間▶約4～6時間
●1日平均標高差▶約500～800m

本格的なハイ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。
普段からハイキングの経験があり体力のある方。

レベル4 ●1日平均歩行時間▶約6時間以上
●1日平均標高差▶約700～1000ｍ

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。
北アルプスやヨーロッパでの山小屋縦走経験のある方。
普段から本格的なハイキングや軽登山の経験があり体力のある方。
コースの一部または短区間の雪渓歩行、ロープまたは鎖場移動の経験がある方。
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オーストリアの隠れ家リゾートを巡る
モンタフォン、イシュグル、レッヒ12日間

AUSTRIA●モンタフォン/イシュグル/レッヒ

今回はオーストリアでも今までは紹介していなかったエリアでツアーを企画。
ツアー中盤のイシュグル、ガルチュールでは、スイスへの国境越えハイキング
＆山小屋滞在も盛り込みました。人混みのないオーストリアで
ゆったりと歩きたい方におすすめしたいツアーです。

添乗・ガイド 澤
さ わ

 宏
こ う た ろ う

太郎

ひと味違ったオーストリアツアー
スイスへの国境越えハイキングも
日本ではあまり知られていないモンタフォンやイシュグル、
レッヒは、スキーエリアとしてヨーロッパでは非常に名
の知れたエリアです。オーストリアは国技がアルペンス
キーということもあって冬場は世界中から多くのスキー
ヤーが訪れることもあり、各エリアともリフト･ゴンドラ
などの施設が充実しています。今回のツアーでは夏の
この時期、動いているリフト・ゴンドラを駆使して落ち着
いた雰囲気の中、従来とはひと味違ったとオーストリア
ハイキングを企画しました。スイスとの国境に面してい
るイシュグルでは、今回のツアーのハイライトの国境越
えハイキング＆山小屋泊の2日間もぜひご期待ください！

シルブレッタ山群に囲まれたモンタフォン
オーストリアのフォアアールベルク州、スイスからは隣国のリヒテンシュタインを越えた東側に位置し、
チロル州にもほど近いモンタフォンエリア。1161㎞にも及ぶハイキングコースを持つオーストリア
の隠れ家的存在のリゾートです。今回はシルブレッタ山群の絶景に囲まれたモンタフォンを代表す
る標高700ｍのシュルンスの街に滞在し、ホッホヨッホエリア、ノヴァエリアで各1日、高山植物
が咲き乱れるなかハイキングを楽しみます。

スイスへの国境越えも行うイシュグル、ガルチュール
モンタフォンからはバスで東へ移動、途中州境のシルブレッタゼーからはパツナウンタールの開け
た景色のなか、歩いてイシュグルの隣街のガルチュールまでアクセスします。ここはかつてオース
トリア、スイスの交易が行われていた歴史もあり、山麓付近には税関もあります。スイスとの国境
が街からゴンドラで上がった南東側の稜線に走り、7日目にはツアーのハイライト、稜線上の見晴
らしの良いハイキングの後、国境を越えてスイスのハイデルベルガーヒュッテでの山小屋滞在もお
楽しみいただきます。

フォアアールベルク州の一大リゾート、レッヒ
オーストリア最西端に位置するフォアアールベルク州で、一番の人気を誇る山岳リゾートが標高
1450ｍに位置するレッヒ。チロル州から続く長いレッヒタールの奥にあり、チロル州の一大リゾート、
サンアントンとは標高1793ｍのアールベルクパス（峠）で繋がります。湖が点在するこのエリアで
は、村内バスを駆使して各ハイキングエリアへアクセスします。景色の開けたコースが多く色とり
どりに咲く花、フェアヴァル山群、湖のコントラストをぜひお楽しみください。

日 程 内　　　　　　　　容 宿泊地・食事

1日目
午前：成田・中部・関空発 （途中降機地あり）ミュンヘンへ。夕刻：ミュンヘン空港着後、
専用車 でシュルンス（所要時間約3時間）のホテルヘご案内します。
※到着日は軽夕食になります。

2日目
シュルンスの街から伸びるゴンドラでゼータールまで上がり、スパイチェルゼーからカ
ペルまでのホッホヨッホエリアでのハイキング にご案内します。
【歩行：約4時間／標高差：登り約200m・下り約650m】

3日目
バス でガシュルンへ。到着後、ヴェルセトラへゴンドラで上がり、マチュナーヨッ
ホを経てアルプノヴァ、ヴェルセトラまでのループコースハイキング にご案内します。
【歩行：約4時間／標高差：登り約450m・下り約450m】

4日目
専用車 でシルブレッタゼーへ。到着後、見晴らしの良いパツナウンタール・ガルチ
ュールへの展望ハイキング にご案内します。荷物は車で先にガルチュールのホテル
へ送ります。
【歩行：約4時間／標高差：登り約450m・下り約450m】

5日目
村内バス でイシュグルへ。ゴンドラとリフトを乗り継いでヴィデルヨッホへ上り、
スイス国境の景観を楽しんだ後にリフトでイダルプへ下り、パツナウンタヤ、イシュグ
ルまでのハイキング にご案内します。
【歩行：約4時間／標高差：下り約900m】

6日目
村内バス でガルチュール奥のヴィールへ。到着後、ゼインスヨッホ経由でコップ
スゼーへ。帰りは反対側のコップスアルペ経由でガルチュールまでの周遊ハイキング
にご案内します。

【歩行：約4時間／標高差：登り約400ｍ・下り約400ｍ】 

7日目

1泊分の荷物を持ってイシュグルからヴィデルヨッホへ登り、今回のツアーのハイライ
トのスイスへの国境越えハイキング にご案内します。まずはスイスとの国境の稜線
を南へ進みます。緩いアップダウンがしばらく続いた後は、国境を越えてスイス側のハ
イデルベルガーヒュッテまでゆっくり下ります。大きい荷物は車でレッヒへ送ります。
【歩行：約5時間／標高差：登り約500ｍ・下り約900ｍ】

8日目
ハイデルベルガーヒュッテを出発、かつての交易ルートのフィンバー峠まで1時間ほど登り、
ツォールトを経てフナまでのハイキング にご案内します。帰りは専用車 で再び国
境を越え、ランデック経由フォアアールベルク州のレッヒへ向かいます。
【歩行：約4時間／標高差：登り約350ｍ・下り約1000ｍ】 

9日目
路線バス でシュティッフィースアルペに移動してハイキング にご案内します。ド
イツ国境の山々を眺めながらヴァルターホルン山腹をトラバース。最後はボーデンア
ルぺまで下り、バス でレッヒへ戻ります。
【歩行：約3時間／標高差：登り約100ｍ・下り約500ｍ】

10日目
路線バス でシュプラーゼーに移動してハイキング にご案内します。ダム上の道
を渡ってからシュティールロヨッホへ。最後はアルペンローゼの咲く斜面をツークまで
下り、バス でレッヒへ戻ります。
【歩行：約3時間／標高差：登り約200ｍ・下り約500ｍ】

11日目 早朝：専用車 でミュンヘン空港へ。空港にて搭乗手続きのご案内をします。
午前：ミュンヘン発 （途中降機地あり）成田・中部・関空へ。

12日目 午前：成田・中部・関空着

食事▶朝10回・昼0回・夕10回　利用予定航空会社▶フィンランド航空、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　利用予定ホテル▶シュルンス：アルペンローゼ／ガ
ルチュール：ポスト／ザムナウン：ハイデルベルガーヒュッテ／レッヒ：レルヒェンホフ
※ミュンヘン空港到着時からミュンヘン空港出発まで、アルプスウェイの澤が添乗・ガイドをいたし
ます。 ※日程に記載したハイキングは予定コースとなり、天候やお客様の足並みに合わせて臨機応
変に対応･変更となる場合がございます。 ※ハイキング時の交通費（目安滞在中計：80ユーロ）と含
まれていない毎昼食（目安滞在中計：150ユーロ）は実費にてご案内いたします。

シュルンス泊   

シュルンス泊   

シュルンス泊   

ガルチュール泊   

ガルチュール泊   

ガルチュール泊   

レッヒ泊   

レッヒ泊   

レッヒ泊   

ハイデルベルガーヒュッテ泊   

機中泊    

ツアー期間 成田・中部・関空発料金

7/23㊊～8/3㊎ ¥495,000
9/3㊊～14㊎ ¥495,000

※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。 ※燃油サーチャージが別途（目
安は2017年11月現在￥21,600）かかります。 ※1人部屋追加料金は￥46,000（シングルルー
ム）、￥96,000（ツインのシングルユース）となります。通常シングルルームはシャワーのみとなりま
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。 ※ビジネスクラスご希望のお客様は
お問い合わせください。

募集人数12名限定
最少催行人員8名

イシュグル ガルチュールハイデルベルガーヒュッテ

レッヒ レッヒ

ガルチュール
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スロヴェニアの景勝地・ブレッド
湖、世界遺産の鍾乳洞訪問
ユリアンアルプスを遠望する“アルプスの瞳”
ブレッド湖。ブレッド湖を見下ろす高台
に建つブレッド城の観光にもご案内しま
す。スロヴェニアにはカルスト地形が点
在。そのうちの１つ世界遺産シュコツィヤ
ン鍾乳洞を訪問し、地中に広がる迫力の
風景を楽しみます。

スロヴェニア最高峰トリグラフ
展望ハイキング
スロヴェニア最高峰・トリグラフ（2864ｍ）
の北壁展望ハイキングにご案内します。
標高こそ3000ｍ満たない山ながら、そ
の北壁は圧倒的な存在感で立ちはだかり
ます。団体が少ないヴラタ谷にてトリグ
ラフやステナーといった迫力のある岩峰
を見上げて歩きます。

世界遺産ダハシュタイン展望ハイキング
シュラドミングからゴンドラにてライターアルムへ上り、山上湖からの世界遺産ダハシュタイン山
塊を望むパノラマハイキングにご案内します。見晴らしの良い稜線を歩く、絶景コースです。

オーストリア最高峰グロースグロックナー展望ハイキング
オーストリア最高峰のグロースグロックナーを望むフランツヨゼフ展望台を訪問。パステルツェ氷
河とグロースグロックナーの眺望を楽しみながらの軽ハイキングを楽しみましょう。

日 程 内　　　　　　　　容 宿泊地・食事

1日目
午前・午後：成田・羽田・中部・関空発 （途中降機地あり）リュブリャナへ。夜：リュブリ
ャナ空港着後、専用車 でホテルへご案内します。
※到着日は軽夕食になります。

2日目 専用車 で世界遺産シュコツィヤン鍾乳洞観光にご案内します。【歩行：約1時間30分】
午後はリュブリャナの市内散策観光へご案内します。

3日目

専用車 で郊外のヴィントガル渓谷の軽ハイキングにご案内します。渓流と滝が織
り成す風景を眺めて遊歩道を歩きます。【歩行：約1時間】
午後は「アルプスの瞳」と称されるブレッド湖の観光にご案内します。聖母被昇天教会
が建つブレッド島や湖を見下ろす断崖に建つブレッド城から美しい湖の眺めをお楽し
みください。観光後はクラニスカ・ゴラにご案内します。

4日目
専用車 でユリアンアルプスを望むヤスナ湖の散策観光にご案内します。
午後はサヴァ川の源流の泉が湧き出す、美しい泉ゼレンツィの散策へご案内します。

5日目
専用車 でウラタ谷へ。アルジャジェフ小屋から大迫力のトリグラフ北壁を望むハ
イキング にご案内します。【歩行：約4時間30分／標高差：登り約400m・下り約
400m】

6日目
専用車 でシュラドミングへ。シュラドミング着後、ゴンドラでライターアルムへ上り、
世界遺産ダハシュタイン山塊を望むハイキング にご案内します。
【歩行：約4時間／標高差：登り約400m・下り約400m】】

7日目
専用車 で山岳道路をドライブし、オーストリア最高峰グロースグロックナーを望む
フランツ・ヨゼフス・ヘーエへ。グロースグロックナーとパステルツェ氷河を望むハイキ
ング にご案内します。その後、ツェルアムゼーにご案内します。
【歩行：約2時間／標高差：登り約100m・下り約100m】

8日目
路線バス とゴンドラを乗り継ぎ氷河を抱くキッツシュタインホルン山頂駅へ。着後、
展望台からのパノラマを楽しんだ後、中間駅からアレキサンダートレイルの稜線ハイキ
ング にご案内します。
【歩行：約4時間／標高差：登り約250m・下り約800m】

9日目 朝：専用車 でミュンヘン空港へ。空港にて搭乗手続きのご案内をします。
午前：ミュンヘン発 （途中降機地あり）成田・羽田・中部・関西へ。

10日目 午前：成田・羽田・中部・関西着

食事▶朝8回・昼0回・夕8回　利用予定航空会社▶フィンランド航空、ルフトハンザ・ドイツ航空
利用予定ホテル▶リュブリャナ：アウシトゥリア・トレンド／クラニスカ・ゴラ：アルピナ、コンパス、ス
ピック／シュラドミング：トゥイブルー／ツェルアムゼー：グリューナーバウム／他同等ホテル
※リュブリャナ空港到着時からミュンヘン空港出発まで、アルプスウェイの神﨑が添乗・ガイドをい
たします。 ※日程に記載したハイキングは予定コースとなり、天候やお客様の足並みに合わせて臨
機応変に対応･変更となる場合がございます。 ※９月出発は行程が逆の順番になりますので、予め
ご了承ください。 ※ハイキング時の交通費（目安滞在中計：50ユーロ）と含まれていないお食事（目
安滞在中計：100ユーロ）は実費にてご案内いたします。

リュブリャナ泊   

リュブリャナ泊   

クラニスカ・ゴラ泊   

クラニスカ・ゴラ泊   

クラニスカ・ゴラ泊   

シュラドミング泊   

ツェルアムゼー泊   

ツェルアムゼー泊   

機中泊    

ツアー期間 成田・羽田・中部・関空発料金

6/29㊎～7/8㊐ ¥482,000
9/21㊎～30㊐ ¥478,000

※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。 ※燃油サーチャージが別途（目
安は2017年11月現在￥21,600）かかります。 ※1人部屋追加料金は￥46,000（シングルルー
ム）、￥64,000（ツインのシングルユース）となります。通常シングルルームはシャワーのみとなりま
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。 ※ビジネスクラスご希望のお客様は
お問い合わせください。

リュブリャナ旧市街

2ヶ国の名峰、絶景を巡る
スロヴェニア＆オーストリアハイキング10日間

SLOVENIA●ユリアンアルプス

AUSTRIA●ダハシュタイン/グロースグロックナー/キッツシュタインホルン

スロヴェニアとオーストリアの最高峰山麓ハイキングをはじめ、
世界遺産ダハシュタイン山塊やシュコツィヤン鍾乳洞、ブレッド湖などの
美しい湖水など変化に富んだ自然の中でのハイキングを楽しみましょう。

添乗・ガイド 神
か ん ざ き

﨑 裕
ゆ う い ち

一

募集人数12名限定
最少催行人員8名

ブレッド湖 グロスグロックナー アレキサンダートレイル

スロヴェニア最高峰トリグラフ

世界遺産ダハシュタイン

シャコツィヤン鍾乳洞
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スイスのど真ん中
名立たる氷河と
山岳風景に迫る
スイスの中心部に横た
わるローヌ氷河。フル
カ峠とグリムゼル峠に
挟まれ迫力満点の景観
を生み出します。「氷河
特急」の名前の由来で
ありながらも現在はフ
ルカトンネルを通過す
るため車窓から見るこ
とができなくなり、スイ
スへ何度も訪れた方も実際に目にする機会が少なくなったローヌ氷河を望む絶好のチャンスです。
エリア最高峰のダンマシュトック（3630ｍ）、秀峰ガーレンシュトック（3586ｍ）、ハスリ谷、ガド
メン谷、ローヌ谷、メイエン谷が織り成す、スイスが誇る「ど真ん中」の山岳風景を思う存分堪能
します。ライン川とローヌ川への分水嶺が集まる場所でもあり興味をそそる注目エリアです。

峠巡りバスを最大限利用
スイスの中央エリアに集結する有名な峠。ローヌ氷河観光の拠点でもあるフルカ峠（2429ｍ）、
シュタイン氷河のお膝元スーステン峠（2224ｍ）、北海と地中海の分水嶺でもあるグリムゼル峠
（2164ｍ）、イタリアに程近くスイスの道路（車両用）で最高地点ヌフェネン峠（2478ｍ）、かつ

ては馬車が行き交っていたゴッタルド峠（2091ｍ）。いつか
は行ってみたいと思いながらもフリープランになかなか組み
込みにくいもの。ポストバスをうまく利用しながら一挙に巡
ります。つづら折れの坂が印象的な峠へと続く道。小さな集
落を抜けるのもバスならではの楽しみの一つです。湖や氷河
を抱く山々の風景と共に車窓からの展望を満喫しましょう。

交通の要所として栄え、峠巡りバスのスタート地点の街に滞在
ハスリタール（谷）の中心地マイリンゲンは、グローセ・シャイデックの峠を挟んでグリンデルワルト
の反対側にあるシャーロックホームズゆかりの街。アンデルマットはちょうどスイスのど真ん中に
位置し、北はドイツ、南はイタリアを結ぶ古くから重要な交通の要所として知られ、東西にはフラ
ンス方面、オーストリア方面へと続く路線の中心部で、氷河特急の中間地点でもあります。どち
らも峠巡りのポストバス発着地でハイキングの拠点としても最適です。

日 程 内　　　　　　　　容 宿泊地・食事

1日目
午前：成田・中部・関空発 （途中降機地あり）チューリッヒへ。夕刻：チューリッヒ空
港着後、専用車 でマイリンゲンのホテルへご案内します。
※到着時間に合わせてチューリッヒ空港にて時間調整をする場合があります。

2日目
路線バス でスーステン氷河直下のスーステン峠を越えて車窓を楽しみながら登
山口へ移動し、スーステンホルンが目の前に美しく聳えるスーステン・ヒュッテへの往
復ハイキング にご案内します。【歩行：約2時間30分／標高差：登り約250m・下り
約250m】

3日目
ヴェッターホルンやアイガーまでも見渡せる絶景のアルペンタワー展望台へ。名峰を
目に焼き付けた後は山上湖タンネンゼー方面へのハイキング にご案内します。【歩行：
約4時間30分／標高差：登り約400m・下り約1000m】

4日目
峠巡りバス でアンデルマットへ。途中、グリムゼル峠を越えた後はアルト・ティッ
チーノ（ティチーノ州北部）のヴァドレット谷へ。ヌフェネン峠を経由して旧ゴッタルド・
トンネル南の入口・アイロロへ。交通の要所として知られたゴッタルド峠を越えるとア
ンデルマットに到着です。

5日目
ティーフェンバッハからアルベルト・ハイム・ヒュッテへのハイキング にご案内します。
ガーレンシュトックの勇姿とティーフェン氷河を間近に望んだ後はレアルプへ下山。【歩
行：約4時間／標高差：登り約400m・下り約1000m】

6日目
ゲシュネン鉄道駅から延びるゲシュナー谷奥の湖ゲシュナーアルプゼーからハイキン
グ にご案内します。ダンマストック峰（3630ｍ）とダンマ氷河を正面に望む絶好の
ロケーション、ベルグゼー・ヒュッテへの往復ハイキングを楽しみます。【歩行：約4
時間30分／標高差：登り約600m・下り約600m】

7日目
氷河特急が行き交う路線のオーベルアルプパス鉄道駅からハイキング にご案内しま
す。ライン川の源流として知られるピッツ・バドゥス山麓のトマ湖とバドゥス・ヒュッテ
を目指します。体力に合わせてパツォラシュトック山頂ルートにも挑戦です。【歩行：
約4時間30分／標高差：登り約500m・下り約500m】

8日目

アルベルト・ハイム・ヒュッテと人気を二分するシデレン・ヒュッテへのハイキング に
ご案内します。ガーレンシュトックに並ぶグローセ・フルカホルン、クライン・フルカホ
ルンだけでなく、特徴ある奇岩も間近に迫るロケーションを誇ります。一息ついた後は、
その昔、氷河特急から見え、その名前の由来にもなったローヌ氷河を一望できるフ
ルカ峠まで向かいます。フルカ峠の観光ポイントでもある氷河洞窟「アイスグロット」
見学なども可能です。【歩行：約5時間30分／標高差：登り約400m・下り約500m】

9日目
アンデルマットを代表する展望台ゲムズストック（2961ｍ）でスイス中央部の山並み
をしっかりと目に焼き付けます。列車 を乗り継いでティチーノ州最大の街ルガー
ノへ移動します。イタリアの雰囲気も漂う明るい街で最終夜を過ごします。

10日目 朝：専用車 でミラノ空港へ。空港にて搭乗手続きのご案内をします。
午前：ミラノ発 （途中降機地あり）成田・中部・関空へ。

11日目 朝・午前：成田・中部・関空着

食事▶朝9回・昼0回・夕8回　利用予定航空会社▶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、オーストリア航空　利用予定ホテル▶マイリンゲン：マ
イリンゲン、ヴィクトリア／アンデルマット：モノポール・メトロポール、バドゥス、ドライ・ケーニッヒ
＆ポスト／ルガーノ：フェデラーレ
※チューリッヒ空港到着時からミラノ空港出発まで、アルプスウェイの足立が添乗・ガイドをいたし
ます。 ※日程に記載したハイキングは予定コースとなり、天候やお客様の足並みに合わせて臨機応
変に対応･変更となる場合がございます。 ※ハイキング時の交通費（目安滞在中計：50フラン）と含
まれていないお食事（目安滞在中計：200フラン）は実費にてご案内いたします。

マイリンゲン泊   

マイリンゲン泊   

マイリンゲン泊   

アンデルマット泊   

アンデルマット泊   

アンデルマット泊   

アンデルマット泊   

アンデルマット泊   

ルガーノ泊   

機中泊    

ツアー期間 成田発料金 中部・関空発料金

8/30㊍～9/9㊐ ¥535,000 ¥540,000
※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。 ※燃油サーチャージが別途（目安は2017年11月現在￥14,400～￥23,600）かか
ります。 ※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）
となります。通常シングルルームはシャワーのみとなります。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。　

スイス中央部マイリンゲンとアンデルマットに連泊
峠めぐりポストバスと氷河に迫るハイキング旅11日間

SWITZERLAND●マイリンゲン/アンデルマット/ルガーノ

スイスの中でも峠が集中する中央エリアに焦点を当てました。
アルプスの峠越え絶景バスルートを制覇しながらローヌ川の源でもある
ローヌ氷河も展望。壮大なアルプスの地形を思い描きながら有名な峠の
周辺に点在する絶景の山小屋を訪ねるハイキングを楽しみましょう。

添乗・ガイド 足
あ だ ち

立 真
ま さ こ

子

募集人数12名限定
最少催行人員8名

グリムゼル峠 アンデルマット シャーロックホームズ像

フルカ峠

マイリンゲンアルペンタワー

アルペンタワーからのハイキング
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氷河と風が造形した山塊に迫るパタゴニアトレッキングの旅
1520年フェルディナンド・マゼランが上陸し命名したパタゴニア地方、南米大陸の南
緯42度以南、アルゼンチンとチリを跨いで日本の約3倍もの面積に広がります。パタ
ゴニア氷原から造り出される氷河は50以上もあり、その規模は南極、グリーランドに
次ぐ大きさを誇ります。また、南北約7500㎞に及ぶ変化に富んだ広大なアンデス山
脈でも南部に位置する標高約3000ｍ以下の「パタゴニア・アンデス」は、北部、中部
のそれとはまったく違った独特な景観を見せてくれます。西のチリ側は氷河期に造成
された広大なフィヨルドが独特な風景を造形し、東のアルゼンチン側は氷河群と乾燥
したパンパといわれる大平原、砂漠から構成されています。パタゴニア地方に点在す
る絶景トレイルの数々を惜しみなくたっぷりとご案内いたします。

南米の屈指の国立公園
天空高く聳え立つ奇岩の石塔が聳え立つトーレス・デル・パイネ国立公園（チリ）、迫力
ある氷河が崩れ落ちるペリトモレノ氷河をはじめ数々の神秘的な氷河が織り成すロス・
グラシアレス国立公園（アルゼンチン）、そして南極へ約1000㎞に位置する世界最南
端の街ウシュアイアとティエラ・デル・フエゴ国立公園（アルゼンチン）までパタゴニア地
方を余すところなく歩く旅です。ツアー中のトレッキングは、滞在ホテルまたはロッジ
からのデイリートレッキングを基本とします。1日約2時間のショートトレイル～約8時
間のロングトレイルまで変化に富んだ絶景がひろがります。

ロス・グラシアレス国立公園（アルゼンチン）
世界遺産・氷河国立公園内のペリトモレノ氷河の展望と氷河を間近に迫る湖クルーズ
へご案内。ウブサラ氷河、スベガッツーニ氷河そして氷河歩きも希望者は体験します。

トーレス・デル・パイネ国立公園（チリ）
氷河の侵食と風雪によって壮大時間を掛けて造られた「トーレス・デル・パイネ」、「パイネ・
グランデ」、「クエルノ・デル・パイネ」、「セロ・トーレ」の3000ｍ級のピーク、グレイ氷河、
点在する湖水群、そして固有種の野生動物、高山植物に出会えます。

CHILE/ARGENTINA●パタゴニア

名峰フィッツロイ

パタゴニア地方の手付かずの大自然、
この地でしか出会うことのできない氷河と風が造形した絶景の数々をじっくりと歩き訪ねます。
南米パタゴニアの旅ならではの魅力を存分に心を込めて私がご案内いたします。

添乗・ガイド 水
み ず さ わ

澤 史
ふみと

ウシュアイア＆ティエラ・デル・フェゴ国立公園（アルゼンチン）
世界最南端でのマルティアル氷河、ビーグル水道を眺めながらの絶景トレッキング、
世界の地の果て号乗車などとっておきのウシュアイア滞在をご体験ください。
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募集人数12名限定
最少催行人員8名

パタゴニア3大国立公園をじっくりと歩く
縦断トレッキングの旅13日間

ツアー期間 羽田発料金

12/7㊎～19㊌ ¥873,000
※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。 ※燃油サーチャージが別途（目
安は2017年11月現在￥25,000）かかります。 ※1人部屋追加料金は￥118,000となります。通
常シングルルームはシャワーのみとなります。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。 ※プレエコノミークラス、ビジネスクラスご希望のお客様はお問い合わせください。

日 程 内　　　　　　　　容 宿泊地・食事

1日目
夕刻：羽田発 トロント（約12時間）へ。
………………………………………………… 日 付 変 更 線 ……………………………………………………
夕刻：トロント空港着後、専用車 でトロントミニ観光へご案内します。
深夜：トロント発 サンチャゴ（約10時間20分）へ

2日目 昼：サンチャゴ着。チリ入国後、サンチャゴ市内のミニ観光にご案内します。夕刻：サンチャゴ発 プンタアレナスへ。
夜：プンタアレナス着後、ホテルにご案内します。

3日目
朝：専用車 でトーレス・デル・パイネ国立公園へ。午後：トーレス・デル・パイネ国立公園着後、パークレンジャー
事務所にてパタゴニアの地層及び生態系の説明を受けてから公園内へ。途中、サルトグランデ滝の展望トレッキン
グ にご案内します。

4日目 朝：専用車 でトーレス・デル・パイネの登山基地、ラス・トーレス小屋へ。着後、バセ・ラス・トーレスまでトーレス・
デル・パイネ展望トレッキング 【歩行：約7時間】にご案内します。

5日目 朝：専用車 でグレイ湖へ。着後、グレイ氷河を眺めながらグレイ・キャンプまでの片道トレッキング 【歩行：約4
時間】にご案内します。復路はグレイ湖の観光フェリーで戻ります。

6日目 朝：専用車 で雄大なパンパや点在する湖水など風光明媚な国道40号線をエル・チャルテンへ。午後：エル・チャ
ルテン着後、ロスコンドレス山トレッキング 【歩行：約2時間】にご案内します。

7日目
朝：専用車 で北西の登山口付近に位置するホテル・ピラールヘ。着後、スタートしてポインセノットキャンプ場
経由でロス・トレス湖へ。途中、ピエドラス・ブランカス氷河、南極ブナ林を眺めながら歩きます。フィッツロイ（3440ｍ）
を正面に眺める絶景トレッキング 【歩行：約8時間】にご案内します。トレッキング後、専用車 でエル・カラファテへ。

8日目 朝：専用車 でロス・グラシアレス国立公園内のペリトモリノ氷河（所要約1時間）へ。ダイナミックに崩れ落ちる大
迫力の氷河観光と氷河トレッキング 【歩行：約2時間】にご案内します。

9日目
午前：エル・カラファテ発 ウシュアイアへ。午後：ウシュアイア着後、専用車 でマルティアル氷河へのトレッキ
ング 【歩行：約4時間】にご案内します。眼下にはウシュアイアの街とビーグル水道を見渡すことができます。

10日目
午前：専用車 でティエラ・デル・フエゴ国立公園観光へ。観光列車「世界の果て号」の乗車や南客ブナ林を散策し
ます。夕刻：ウシュアイア発 ブエノスアイレスへ。夜：ブエノスアイレス着後、ホテルにご案内します。

11日目 午前：ブエノスアイレス市内観光にご案内します。夕刻：ブエノスアイレス発 トロント（約14時間05分）へ。

12日目 早朝：トロント着後、乗り継ぎ 羽田（約13時間20分）へ。
………………………………………………… 日 付 変 更 線 ……………………………………………………
夕刻：羽田着13日目

食事▶朝8回・昼0回・夕9回　利用予定航空会社▶エア・カナダ　利用予定ホテル▶プンタアレナス：ティエラ・デル・フエゴ、ベ
ストウェスタン／トーレス・デル・パイネ国立公園：ラーゴグレイ、ペオエ・ラストーレス／エル・チャルテン：デスティーノスル／エ
ル・カラファテ：パルケ、ミラドール・デルラーゴ／ウシュアイア：アルバトロス、他／ブエノスアイレス：レコンキスタ、ＨＮホテル
※羽田空港出発から到着まで全行程アルプスウェイの水澤が添乗・ガイドをいたします。 ※日程に記載したハイキングは予定コ
ースとなり、天候やお客様の足並みに合わせて臨機応変に対応･変更となる場合がございます。 ※含まれていない食事は実費に
てご案内いたします。

プンタアレナス泊   

エル・カラファテ泊   

エル・カラファテ泊   

ブエノスアイレス泊   

エル・チャルテン泊   

トーレス・デル・パイネ国立公園泊   

トーレス・デル・パイネ国立公園泊   

トーレス・デル・パイネ国立公園泊   

ウシュアイア泊   

機中泊    

機中泊    

機中泊    

パイネの角とパイネ・グランデ

自然の宝庫

名峰フィッツロイ山が目の前に

野趣あふれるラムの丸焼き

ロッジから望むパイネの角

色とりどりのお花畑

必見のペリトモレノ氷河

ペオエ湖畔に建つ展望抜群のロッジ
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〒530-0002 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-3-13
若杉大阪駅前ビル6Ｆ
e-mall：osaka@fellow-travel.co.jp

名古屋営業所
Tel.（052）569-1071
Fax.（052）569-1080
総合旅行業務取扱管理者：森下 雅史
〒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-mall：nagoya@fellow-travel.co.jp

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ご不明な点がありましたら、ご遠慮なく上記の取扱管理者にお尋ねください。

【営業時間】 月～金曜日▶10：00～18：00
　　　　　 土曜日▶10：00～15：00

株式会社フェロートラベル旅行企画
実　　施

お問合せ・お申込みは アルプスウェイ http://www.fellow-travel.co.jp/

お 申 込 み の 際 に 必 ず お 読 み 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
（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2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％

募集型企画旅行条件（要約）
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、空港諸税、お１人につき23kg
（ビジネスクラス32kg）までの航空会社が指
定する受託手荷物料金。

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。

※以上の旅行条件は2017年11月30日を基準
としています。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 申 込 み か ら ご 出 発 ま で
1 お 申 し 込 み
まずお電話で空き状況をご確認の上、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5万円（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。
※クレジットカードでのお支払いはできませんので予めご了承ください。

2 書 類 の 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いたします。

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＋3ヵ月以上）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2週間前までに申込書を当社までお送りください。

4 残 金 の お 支 払
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
指定の集合場所、時刻にご集合ください。パスポートをお忘れなく。

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。
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。

■燃油サーチャージについて ご旅行代金には各航空会社による燃油サーチャージ（燃油付加運賃）は含
まれておりません。出発日や利用航空会社により必要となる場合がありますので、ご旅行代金と合わせて
お支払いください。詳しくはお問合せください。料金はツアー申込み時にスタッフがご案内いたします。

イタリア、オーストリア、
ピレネーの山麓を歩く
ハイキングの旅

オーダーメイドプラン＆
少人数限定パッケージ
スイス・ハイキングの旅

アルプスウェイ2018パンフレットを
ご希望の方はご請求ください。

こだわり海外ハイキング、スペシャル企画も追加設定しました。

ヴァノワーズとエクラン
フレンチアルプス2大国立公園を歩く10日間

ツアー期間▶7/13㊎～22㊐
成田発￥527,000／中部･関空発￥532,000

※詳細は別途お問合せください。

「フレンチアルプス･ハイキング」の旅
フレンチアルプスはヨーロッパアルプスの西側に位置し東部はイタリア、スイスと国境を接する広
大な4000m級の氷河を抱くピークが連なり地中海方面に至ります。モンブラン山群の南側に広
がるフランス屈指のヴァノワーズ国立公園、エクラン国立公園、メルカ
ントゥール国立公園の名峰に迫るハイキングの旅を2018年夏からスタ
ートします。詳細は別途パンフレットをご参照ください。

エクラン国立公園の名峰に迫るハイキング11日間
出発日▶7/23㊊・9/10㊊
ヴァノワーズ、エクラン、メルカントゥール3大国立公園を歩く
フレンチアルプス縦断の旅9日間･13日間
出発日▶7/28㊏・9/1㊏

ラ・グラーヴ周辺でラ・メイジュ眺望ハイキング コル・ド・ヴァノワーズ

1/11㊍
14：00～15：00

3/14㊌
14：00～15：00

12/20㊌
17：00～18：00

2/22㊍
16：00～17：00

ヨーロッパ方面　開催日時

パ タ ゴ ニ ア　開催日時

会場▶フェロートラベル東京本社
※事前予約をお願いします。

大阪支店、名古屋営業所でも個別に説明いたします。
ご来社希望の方は事前予約をお願いします。

こだわりハイキング
セミナー東京開催


