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イタリア、フランス、オーストリアの
ヨーロッパアルプスと  
ピレネーのハイキングの旅は、
専門店アルプスウエイにお任せ下さい。

私たちアルプスウエイが 43年間の豊富な経験とノウハウを駆使してどこよ
りも奥深いヨーロッパアルプス&ピレネーの旅を少人数限定の専門パッケー
ジツアーでご案内いたします。

世界遺産ドロミテ山群の独創的な景観「ドロミテ地方」は、ベネト州、トレン
ティーノ・アルトアジジェ州にかけて広がっています。ファッサ、ガルディナ、
イサルコ等の数々の渓谷と峠越えによって出会える変化に富んだ風景が
魅力です。アルプスウェイでツアーごとに異なった渓谷や名峰を訪ね歩く
奥深いドロミテの旅をご体験ください。

モンテチェルビーノ、モンテビアンコ、モンテローザ、グランパラディーソの
4,000m級のアルプス4大名峰を一望できる「ヴァレアオスタ地方」。ローマ、
ガリアへ続く古代ローマの街道の街として発展してきた歴史を感じながら、
ヨーロッパアルプスの名峰へ南側からの本格的な風景をご堪能下さい。

アルプス東部に位置するホーエタウエルン国立公園を眺望できるオースト
リアの「ザルツブルガーランド地方」。世界遺産ダハシュタイン山塊、オー
ストリア最高峰グロースグロックナーは必見です。牧歌的な風景と氷河を頂く
3,000m級の山塊と3大渓谷を巡る「チロル地方」。美しい風景と俗化され
ていない暮らしぶりも感じられます。

アルプスウェイが提案する「フレンチアルプス」の旅は、ヴァノワーズ国立
公園、エクラン国立公園そして地中海へと続くメルカントゥール国立公園の
絶景ルートを訪ね歩きます。モンブラン以外にも沢山あるフレンチアルプス
の名峰との出会いと手付かずの大自然に感動されることでしょう。

ヨーロッパ第2の山塊「ピレネー山脈」の山旅は、フランス側のガヴァルニー
国立公園、ネウヴィエル自然保護区をはじめフレンチピレネーの魅力に迫り
ます。国境を越えてオルデサ国立公園や最高峰アネト山に迫る絶景ルートな
どスペイン側もじっくりと歩きます。素朴な地元の人々との交流もピレネー
地方の旅の魅力です。



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。

スタッフ紹介
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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。

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も
お気軽にご質問ください。

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。

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。今年はピレネー山小
屋泊を企画します。

夏、冬とスイスを拠点に現地でお客様
のご案内をいたします。スイスだけで
なくアルプス &ピレネーで皆様をお待
ちしております。

夏、冬季節を問わずドロミテのご案内
をしてきたのでドロミテへの愛着は人
一倍です。ガイド中はその季節ごとの
魅力をご説明いたします。ドロミテの
ことはお任せください。

スイス、カナダに続き昨年からドロミテ
もレパートリーに加わりました。山歩き
以外にも趣味多くカメラもその 1つ。
ツアー中、山岳風景の撮影方法など
お気軽にお尋ねください。

関西方面のお客様を一手に引き受けな
がらも、お一人おひとりに細やかな対
応をいたします。新しいエリアを調査
する探究心は社内でもNo.1です。

●東京本社
●総合旅行業務取扱管理者

●東京本社
●総合旅行業務取扱管理者

●東京本社
●フランスエキスパート ●ツェルマット支店 ●東京本社●東京本社

●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
●フランスエキスパート

●名古屋営業所
●総合旅行業務取扱管理者

森下 雅史

津久井 加代子

小瀬 信広澤 宏太郎

神﨑 裕一 河野 健太郎 原田 涼北園 善崇

足立 真子
Morishita Masafumi

Tsukui Kayoko

Kose NobuhiroSawa Kotaro

Kanzaki Yuichi  Kono Kentaro Ryo HaradaYoshitaka Kitazono

Adachi Masako

ハイキングレベルは、P04をご参照ください。

私たち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、フレンチアルプスのハイキ
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）

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ご
案内します。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A、
Bコース）ハイキング中にも、山小屋レストラン
で素朴な地方ごとの味をお楽しみいただきます。

ヨーロッパアルプス、ピレネーツアーのパッケージ
ツアーをモデルプランに小グループのオーダーメ
イドプランにも対応致します。また、個人のお客
様には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などの各都市のみ
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。

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。

2018年10月1日～2019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）

AlpsWay 特徴  1 AlpsWay 特徴  2 AlpsWay 特徴  3

小グループのお客様には
自分たちだけのオリジナルも可能。

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

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～ 300m
下り100～ 500m

4～ 6時間
標高差：登り：300～ 500m
下り：300～ 800m

6時間以上
標高差：登り：500～ 800m
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

アグリツーリズモ



0 5 カレッツァ湖

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。

 セラ山塊
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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。

Dolomiti &
Valle d’Aosta
[Italy]

ドロミテ & ヴァレアオスタ ［イタリア］

モンテローザ山群

ラガツォーイ
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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いたします。
（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いたします。 ※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いたします。
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）

Dolomiti

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3,343m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

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（3,139m）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。

サンカシアーノからゴンドラで上り、コルアル
トまでアルタバディアの高原を歩くハイキング
ルート。緩やかな丘陵地帯は花々で彩られ、マル
モラーダ、セラ、サッソンガーなどの名峰を望む
パノラマも楽しめます。点在する山小屋で景色
を楽しみながらのんびり過ごすのもお薦めです。

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。

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。

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 クローダダラーゴ周遊ハイキング アルタバディア高原ハイキング

コルチナ・セスト地区

ドロミテ

ポルドイ峠・セラ地区

2 レベル 2・3
往復 約 5時間 3 レベル 2・3

約 4～5時間 4 レベル 1
約 1時間半～2時間1 レベル 2

約 3～4時間

ハイキングレベルは、P03をご参照ください。



アベラウ

ヌベラウ

マルガチャペラ
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シウジ高原
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マルモラーダ
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カレッツァ湖

ガルディナタール
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カパンナ
アルピナ

ベルベデーレ

クローダダラーゴ
（2,715m）

サン ペリグリーノ峠

サンマルティーノ
（1,476m）

セネス小屋

クローダカミン
（2,486m）

チャンペディエ

コントリン小屋

ランドロ湖

トレチーメ
（2,999m）

ドビアッコ湖カスカータ滝

ファネス渓谷

ストゥア

チンクエトーリ

ジアウ峠

ペスクール

サンカシアーノ
コル・アルト

アラッバ

ガルディナ峠
コルフォスコ

セラ峠

オルティゼイ
（1,234m）ブレッサノーネ

ヴィオレッタ小屋

ノーヴァレヴァンテ

コスタルンゴ峠 ヴィーゴ・ディ・ファッサ
（1,382m）

フェダイア湖

ファリエ小屋

モエナ

アレゲ湖

カプリレ

セラ
（3,152m）

サンレオナルド

ポルドイ峠
（2,239m）

コルダイ湖
チベッタ（3,220m）

ラ・ヴィラ
（1,555m）

至ベニス

至リエンツ

至インスブルック

コルチナダンペッツォ（1,224m）

コルバラ

カナツェイ

ボルツァーノ

アレゲ（979m）
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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。

ドロミテ街道

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。

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。

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。

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。

サッソポルドイ～ピッツボエ登頂 セラ峠～サッソルンゴ周遊 サンマルティーノ周遊

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 サンマルティーノ・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

6 レベル 3・4
約 2～3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

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
約 2時間

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・羽田・中部・関空  ベニスへ　（途中降機地あり）
夕刻：ベニス空港着。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
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へご案内します。※到着日は軽夕食です。

コルチナ・ダンペッツォ泊　

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 4.5時間　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
など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】
●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ます。そびえ立つ岩壁直下
の高度感のある絶景ルートをディボナ小屋へ。
【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。

コルチナ・ダンペッツォ泊　

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と搬送します。

リフトでチンクエトーリ山麓のスコイアットーリ小屋へ。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 2.5時間　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シアーノへ。ゴンドラで高原に上り、コルバラ
山上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 2.5時間　歩行標高差：登り約 100m　下り約 100m】

コルバラ泊　

6
午前：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】

コルバラ泊　

7

午前：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。右手に氷河を抱くマルモラーダを見渡す展望の
良い道をマルモラーダ山麓のフェダイア湖まで下ります。
【歩行：約 3時間　歩行標高差：登り約 240m　下り約 400m】
フェダイア湖着後、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。マル
モラーダの氷河が目の前に迫り、セラ、サッソルンゴなどの名峰のパノラマを楽しみ
ます。下山後は専用車  にてアレゲのホテルへとご案内します。

アレゲ泊　

8

午前：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。屏風のように連なるチベッタ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歩く名ルートで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 1,000m】

アレゲ泊　

9
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・羽田・中部・関空の各空港へ（途中降機地あり）

機中泊　

10
朝・午前：成田・羽田・中部・関空着

0 9 ハイキングレベルは、P04をご参照ください。

「トレチーメ」、「セラ山群」、「マルモラーダ」、「チベッタ」といった東ドロミテを
代表する名峰を望むルートです。ドロミテの東の玄関口、コルチナ・ダンペッ
ツオに4連泊後、サッソンガー山麓のコルバラに 2連泊、最後はチベッタ山麓、
アレゲ湖畔の静かなリゾート、アレゲに 2連泊する、ドロミテの人気コースです。

成田発 AI10DA 中部発 AI10DBN　関空発 AI10DBK 日程
¥418,000 ¥423,000 6/29（土）～7 / 8（月）
¥458,000 ¥463,000 7/20（土）～7/29（月）
¥452,000 ¥457,000 8/22（木）～8/31（土）

旅の前半はコルチナ・ダンペッツオにゆったり4連泊をして、ドロ
ミテを代表する周遊コース「トレチーメ1周」など周辺の厳選ハ
イキングルートにご案内します。5日目には高原の花畑ハイキン
グを経てドロミテの中心部・アルタバディアのコルバラへ。名峰
サッソンガー山麓のコルバラには 2連泊をしてガルディナ峠から
の花畑とセラ山塊の眺望を楽しむルートを歩きます。

7日目にはポルドイ峠からマルモラーダ山麓のフェダイア湖へと下るパノラマルートを歩きます。この
コースは氷河を抱くドロミテ最高峰マルモラーダをずっと眺めることができます。マルモラーダの氷河
に迫る立ち乗りリフトは絶景とスリルを楽しめて好評です。旅の最後はチベッタ山麓のアレゲ湖畔に
2連泊。ゴンドラで登ったバルディ高原から山上湖コルダイ湖を経て、チベッタの大岩壁直下を縦走
するロングコースにご案内します。チベッタの雄大さと達成感を味わえる旅の締めくくりにふさわしい
コースです。縦走が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
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ハイキング

チベッタとコルダイ湖

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 A

※左記は 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かかります（目安は 2018年12月現在 ¥26,800～¥37,600）※一人部
屋追加料金は ¥50,000（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 ¥350,000～）、プレミアムエコノミー
クラスは特別料金（往復 ¥140,000～）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
150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。※現地空港到着時・出発時に待機時間が長くなる場合があります。

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

サッソルンゴ

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、オーストリア
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、ポンテキエーザ（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）
※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。

ドロミテAコース

  8名催行
1 2名限定

多様な高山植物



1 0ハイキングレベルは、P04をご参照ください。

西ドロミテのヴィーゴ・ディ・ファッサからドロミテの中心部ポルドイ峠を経て、
東のコルチナ・ダンペッツォまでドロミテ街道を連泊しながら横断します。
通常 1日のドライブで通過してしまうルートを展望台からの眺めやパノラマ
ハイキングを楽しみながら、じっくりとご案内します。

西ドロミテのヴィーゴ・ディ・ファッサ滞在中は稜線歩きのコースやファッサ谷を見下ろすパノラマルート
などにご案内します。カティナッツォ山群やラテマール山群など西ドロミテの名峰群の眺めを存分に
お楽しみください。

ファッサ谷展望ハイキング

ヴィーゴディファッサ

セラ峠

コルチナダンペッツォ

ストゥア

ソラピス

成田発 AI10DB 中部発 AI10DBN　関空発  AI10DBK 日程
¥423,000 ¥428,000 6/19（水）～6/28（金）
¥439,000 ¥444,000 9 / 4（月）～9/13（金）

日程 内容・食事・宿泊地

1

午前：成田・羽田・中部・関空  ベニスへ（途中降機地あり）
夕刻：ベニス空港着。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
ヴィーゴ・ディ・ファッサへ移動します。
夜：ヴィーゴ・ディ・ファッサのホテルへご案内します。※到着日は軽夕食です。

ヴィーゴ・ディ・ファッサ泊　

2

午前：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稜線歩きをチャンパックまで楽しみます。
【歩行：約 2.5時間　歩行標高差：登り約 60m　下り約 260m】
アルバから路線バスでヴィーゴ・ディ・ファッサへ。
午後：ヴィーゴ・ディ・ファッサの散策タイム

ヴィーゴディファッサ泊　

3

午前：路線バスとリフトを乗り継ぎ、パオリーナ小屋へ。その後、右手にファッサ渓
谷を見下ろし左手にカティナッツォ山群が聳えるパノラマコースをチャンペディエまで
歩きます。
【歩行：約 3.5時間　歩行標高差：登り約 160m　下り約 300m】
チャンペディエからはゴンドラでヴィーゴ・ディ・ファッサへ下山します。

ヴィーゴディファッサ泊　

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のポルドイ峠へと搬送します。

カンピテッロからロープウェイでコルロデラ展望台へ。まずはセラ峠までのんびりハイ
キング後、立ち乗りゴンドラでサッソルンゴの展望台観光にご案内します。下山後、サッ
ソルンゴ山麓の花畑を歩きながら、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】

ポルドイ峠泊　

5

ポルドイ峠からロープウェイにてセラ山のサッスポルドイ展望台（2,950m）へ。
ドロミテ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眺めながらポルタ・ヴェスコヴォまでパノラマハイキング。
【歩行：約 2.5時間　歩行標高差：登り約 240m　下り約 20m】
ロープウェイでアラッバへ下山後、路線バスでポルドイ峠へ戻ります。

ポルドイ峠泊　

6

午前：専用車  にてファルツァレゴ峠へ。
※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。

ファルツァレゴ峠からロープウェイにてラガツォイ展望台（2,752m）へ。トファーナ、
マルモラーダなど360度の展望を楽しみながら山頂までの軽ハイキングを楽しみます。
【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、希望者はコルチナを見渡すトファーナ展望台へ
ご案内します。

コルチナ・ダンペッツォ泊　

7

～

8

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  にてストゥアへ。湖畔に建つセネス小屋までのサラータの谷周遊ハイキ
ングへご案内します。
【歩行：約 5時間　歩行標高差：登り約 150m、下り約 150m】
●名峰ソラピスの中腹に佇む山上湖・ソラピス湖への往復ハイキング。
【歩行：約 4時間　歩行標高差：登り約 130m　下り約 130m】
※滞在中 1回は地元の食材を生かした料理が自慢の「アグリツーリズモ」での夕食へご案内します。

コルチナ・ダンペッツォ泊　

9
朝：コルチナ・ダンペッツォ発。専用車  にてベニス空港へ。
午前：ベニス空港発  成田・羽田・中部・関空の各空港へ（途中降機地あり）

機中泊　

10
朝・午前：成田・羽田・中部・関空着

ポルドイ峠

ドロミテ最高峰マルモラーダ

カレッツァ湖

Dolomiti B

※左記は 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かかります（目安は 2018年12月現在 ¥26,800～¥37,600）※一
人部屋追加料金は ¥50,000（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 ¥350,000～）、プレミ
アムエコノミークラスは特別料金（往復 ¥140,000～）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150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。※現地空港到着時・出発時に待機時間が長くなる場合があります。

ドロミテ街道の名峰と湖水を歩く
ドロミテ横断ハイキング10日間

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、
オーストリア航空、アリタリア・イタリア航空
利用予定ホテル： 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、ポンテキエーザ（コルチナ・ダンペッツォ）
※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。

ドロミテBコース

  8名催行
1 2名限定

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。眺望だけでなく食事も好評なホ
テルです。峠に位置するだけあってセラ山上のサッスポルドイ展望台やドロミテ最高峰マルモラーダ
を望む絶景ハイキングルートなどアクセスも抜群。朝夕の時間帯には刻々と山の表情が変わります。
夕景のサッソルンゴをお楽しみください。

絶景のポルドイ峠に滞在



1 1 ハイキングレベルは、P04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方にもお薦めのコースです。前半は一
般的なツアーでは訪れる事のないサンマルティーノ、ラテマールといったドロ
ミテ南西部の名峰に迫ります。山小屋での宿泊の後は、ガイスラー山群、セ
ラ山群などのドロミテの中心部へと移動します。最後はコルバラ側からのピッ
ツボエ登頂＆縦走の達成感とともに旅を締めくくります。

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

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

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
ボルツァーノ

シウジ
高原

ガイスラー

ピッツボエ

シウジ高原 マルモラーダ展望

最終日はコルバラからゴンドラ、リフトを利用後、フランツコストナー小屋を経由してセラ山群のピッ
ツボエ（3,152m）登頂を目指します。荒々しい風景の中にも可憐な花々が咲き、歩き応えのある
ルートです。ピッツボエ登頂後はサッスポルドイまで縦走することで、より充実した行程でセラ山群
を堪能していただきます。

カレッツァ峠の山上にあるパオリーナ小屋に宿泊します。早朝、ご希望の方はカティナッツォの岩
壁沿いのハイキングにご案内。朝日に染まる山々を眺める至福のひとときは、山小屋泊ならではの
体験です。

ピッツボエ登頂&セラ山縦走

カティナッツォ山麓の山小屋泊

成田発 AI10DC 中部発 AI10DCN　関空発  AI10DCK 日程
¥448,000 ¥453,000 7/10（水）～7/19（金）

日程 内容・食事・宿泊地

1
午前：成田・羽田・中部・関空  ミラノまたはベニスへ　（途中降機地あり）
夕刻：ミラノまたはベニス空港着。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。

サンマルティーノ泊　

2
午前：ゴンドラを乗り継いでロゼッタへ。ロゼッタ小屋を経由してフラドゥスタ峠までの
周遊ハイキングにご案内します。荒涼としたサンマルティーノの山上を歩くルートです。
【歩行：約 3.5時間～ 4時間　歩行標高差：登り約 200ｍ　下り約 200ｍ】

サンマルティーノ泊　

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
ウド小屋へ登り、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：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へ下山。その後、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。

カレッツァ峠泊　

4

早朝：ご希望の方はカティ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にてカンピテッロへ。着後ロープウェイでコルロデラ
展望台へ。その後、サッソピアットを回り込み眺望が開けたシウジ高原を歩きます。最
後はゴンドラにてオルティゼイの町へ下山します。
【歩行：約 5時間　歩行標高差：登り約 250m　下り約 450m】

オルティゼイ泊　

5

午前：路線バスとゴンドラを乗り継ぎガイスラー山塊中腹のコルライゼルへ。その後、
フィレンツェ小屋を経由してガイスラー直下の道を歩きます。パナの峠でガイスラー越
えてフネス谷を見下ろしながらレスキエーザの高原を目指します。ガルディナ側、フネス
側の両方からガイスラーの眺めを満喫します。最後はケーブルにてオルティゼイへ下
山します。【歩行：約 4.5時間　歩行標高差：上り約 150m　下り約 450m】

オルティゼイ泊　

6

専用車にてガルディナ峠へ。ジミー小屋を経てチャンペイの峠までアルタヴィア・ドロミ
テのルートを歩きます。ガイスラー山群を遠望するパノラマが広がります。峠からはエー
デルワイス小屋を経由してコルバラの町まで下りのハイキングです。
【歩行：約 4時間　歩行標高差：上り約 450m　下り約 1,050m】

コルバラ泊　

7

～

8

コルバラを起点に周辺のハイキングコースへご案内します。
●午前：専用車  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・ヴィッラへ下ります。
その後ゴンドラでラ・イルアへ登り、コルアルトまで高原ハイキングにご案内します。
【歩行：約 4時間　歩行標高差：登り約200m　下り約 800m】
●セラ山塊を縦走するピッツボエ登頂ルートにご案内します。午前：ゴンドラとリフト
を乗り継ぎバロンヘ。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。
山頂からのパノラマを楽しんだ後、サッスポルドイ展望台まで下山。ロープウェイで
ポルドイ峠へ下山後、専用車でコルバラへ戻ります。
【歩行：約 4時間　歩行標高差：登り約 130m　下り約 130m】

コルバラ泊　

9
朝：コルバラ発。専用車  にてベニス空港へ。
午前：ベニス空港発  成田・羽田・中部・関空の各空港へ（途中降機地あり）

機中泊　

10
朝・午前：成田・羽田・中部・関空着

Dolomiti C

左記は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かかります（目安は 2018年 12月現在 ¥26,800～¥37,600）※一人
部屋追加料金は ¥50,000（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 ¥350,000～）、プレ
ミアムエコノミークラスは特別料金（往復 ¥140,000～）利用可能です。ご希望のお客様はお問合せくだ
さい。※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。※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 120ユーロ）にてご案内します。※現地空港到着時・出発時に待
機時間が長くなる場合があります。

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

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、フィンランド航空、オー
ストリア航空、アリタリア・イタリア航空
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、ロートヴァンド小屋（カレッツァ峠）、マリア、
ヘル（オルティゼイ）、コルアルト、ポスタジルム（コルバラ）
※現地到着時のミラノまた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。

ドロミテCコース

  8名催行
1 2名限定

カテナッツォ山群の眺望



1 2ハイキングレベルは、P04をご参照ください。

フランス人地質学者ドロミューによるイサルコ渓谷でのドロマイトを発見したこ
とが「ドロミテ」の名の発祥となりました。その歴史的なイサルコ渓谷からス
タートし、プステリア渓谷、セスト渓谷といったドロミテ北部を訪れます。最後
は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足を延ばす、知られざ
るドロミテを歩く旅です。

クローダ・ロッサ

プステリア渓谷

イ
サ
ル
コ
渓
谷

↑インスブルック ザルツブルグ↑

↓ベニス

リエンツァー・ドロミテ

グロースグロックナー

AUSTRIA
ドビアッコ

ポルツアーノ
コルチナ
ダンペッツォ

リエンツ
マランザ

ブルニッコ

プローゼ
プラン・デ・コローネス

ヴァルクローチェ

ブレッサノーネ

ガイスラー

セスト

トレチーメ

セスト渓谷

フィスカリーナ渓谷

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

プステリア渓谷からセスト山塊を望む

リエンツハイキング

ローマ時代から交通の要衝だったリエンツ。現在も北はオーストリア最高峰グロースグロックナー、
西はドロミテにほど近いリゾートとして栄えています。リエンツ滞在中はリエンツァードロミテに迫る
ハイキングにご案内します。その後、オーストリア最高峰グロースグロックナーの景観を楽しんだあと、
ザルツブルグヘ。ザルツブルグ延泊をご希望の方はお問合せください。

ドロミテ北縁を東西に走るプステリア渓谷からオーストリア国境に近い場所で南へ伸びるセスト渓谷。
そこからさらにクローダ・ロッサ・ディ・セストなどの岩峰群に向かいフィスカリーナ渓谷などの枝谷に
分かれます。トレチーメから北側に見える荒 し々い針峰の山麓を歩く秘境のハイキングにご案内します。

オーストリア・リエンツァードロミテ

ドロミテ北東部の秘境セスト渓谷

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、フィンランド航空、
オーストリア航空、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）、メルキュール、ホリデイイン（ザルツブルグ）
※現地到着時のインスブルックまたはミュンヘン空港から帰国時のミュンヘン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。

日程 内容・食事・宿泊地

1
午前：成田・羽田・中部・関空  インスブルックまたはミュンヘンへ（途中降機地あり）
夕刻：インスブルックまたはミュンヘン空港着。アルプスウェイスタッフが空港でお出迎
えし、専用車  にてブレッサノーネのホテルへご案内します。※到着日は軽夕食です。

ブレッサノーネ泊　

2

午前：サンアンドレアからロープウェイを利用してヴァルクローチェ展望台へ。ガイス
ラー山群や氷河を頂くオーストリア方面の山々を望むハイキングにご案内します。
【歩行：約 3時間　歩行標高差：登り約 300m　下り約 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
みください。

ブレッサノーネ泊　

3
終日：イサルコ渓谷パノラマハイキングにご案内します。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、シャッツァー小屋の周回コースに
ご案内します。【歩行：約 4.5時間　歩行標高差：登り約 500m　下り約 500m】

ブレッサノーネ泊　

4

午前：ブレッサノーネ発専用車  にてバディア渓谷経由でプラ・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　歩行標高差：登り約 350m　下り約 300m】
ドロミテ山群を南側に遠望するドロミテ北端からの景観をお楽しみください。ハイキン
グ後はプステリア渓谷を東にドライブし、秘境セストへ。

セスト泊　

5
終日：ドロミテの秘境、フィスカリーナ渓谷を歩きセスト山塊の核心部に迫るコミチ小
屋への往復ハイキング。【歩行：約 2.5時間　歩行標高差：下り約 400m】

セスト泊　

6

午前：専用車  にてリエンツへ。着後、ツェッターフェルト山麓駅からノイアルプ
ゼーエン周回コースをご案内します。
【歩行：約 3時間　歩行標高差：上り約 220m　下り約 220m】
夕刻：リエンツの散策にご案内します。

リエンツ泊　

7

午前：専用車  にてドロミテ小屋へ。美しい山上湖ラゼルツゼー湖畔のカールス
バルダー小屋までの周回ハイキングにご案内します。ゼーコフェルなどリエンツァード
ロミテの雄姿をお楽しみください。
【歩行：約 5時間～ 6時間　歩行標高差：登り約 650m　下り約 650m】

リエンツ泊　

8
午前：専用車  にて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
フスヘーエ展望台へ。展望台からの景色を楽しんだ後は、山岳景勝道路をドライブし
てザルツブルグへ移動します。

ザルツブルグ泊　

9
朝：ザルツブルグ発。専用車  にてミュンヘン空港へ。
午前：ミュンヘン空港発  成田・羽田・中部・関空の各空港へ（途中降機地あり）

機中泊　

10
朝・午前：成田・羽田・中部・関空着

Dolomiti D

※左記は 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かかります（目安は 2018年 12月現在 ¥26,800～¥37,600）※一人
部屋追加料金は ¥50,000（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 ¥350,000～）、プ
レミアムエコノミークラスは特別料金（往復 ¥140,000～）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 150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 120ユーロ）にてご案内します。※現地空港到着時・出発時に待機時間が長くなる場合があります。

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まで
未知なるドロミテを歩く旅10日間

ドロミテDコース

  8名催行
1 2名限定

グロースグロックナー

成田発 AI10DD 中部発 AI10DDN　関空発  AI10DDK 日程
¥457,000 ¥462,000 6/11（火）～6/20（木）
¥476,000 ¥481,000 8/27（火）～9 / 5（木）
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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 3 ハイキングレベルは、P03をご参照ください。

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 し々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～ヴェニ谷縦走ハイキング 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 3
約 5時間 2 レベル 1・2

約 2時間～2時間半

Valle d’Aosta 
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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1 4ハイキングレベルは、P03をご参照ください。

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
らのハイキングを楽しめます。

ツールドモンテローザのフィナーレを飾る国境越え。ピエモンテ
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。

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。

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

モンテチェルビーノ山麓ハイキング

ツールドモンテローザ

チェルビーノ（マッターホルン）地区

モンテローザ地区

7 レベル 2
約 2時間 9 レベル 2

約 4.5時間

6 レベル 2
約 2時間＋3時間

8 レベル 3・4
6時間・5時間・5時間



1 5 ハイキングレベルは、P04をご参照ください。
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スカイウェイ・モンテビアンコ

モンブラン山群を望むクールマイユール

※左記は 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かかります（目安は 2018年 12月現在 ¥26,800～¥37,600）※一人
部屋追加料金は ¥50,000（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 ¥350,000～）、プレミアムエコノ
ミークラスは特別料金（往復 ¥140,000～）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。※現地空港到着時・出発時に待機時間が長くなる場合があります。

モンテローザ山群

モンテチェルビーノ

モンテローザ山群を望むグレッソネー、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、モンテビアンコ（モンブラン）山麓のクールマイユール
のヴァレアオスタの 3大リゾートを連泊で巡ります。各リゾートを拠点に氷河
を抱く4,000ｍ峰に迫るハイキングにご案内します。また、プラトーローザ
（3,480m）、エルブロンネル（3,466m）といったアルプスのパノラマを
堪能できる展望台も訪れます。ハイキングと展望台の両方から名峰をご堪能
ください。

当ツアーでは各山岳リゾートに連泊しながら最長 3時間程度の歩行で眺望の良いトレイルを厳選して
歩きます。展望台と町歩きだけの日も設け、メリハリの利いた行程でアオスタの名峰をご案内致します。
ハイキング前後に滞在地の町の散策もお楽しみください。 

ゆったり連泊で巡るアオスタハイキング

日程 内容・食事・宿泊地

1

午前：成田・羽田・中部・関空  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。

グレッソネー泊　

2

～

3

モンテローザ山麓グレッソネーを起点に周辺のハイキングコースへご案内します。
●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、
モンテローザの4,000m峰の連なりを眺めながら中間駅のサンタアンナまでハイキング。
【歩行：約2.5時間　歩行標高差：下り約 450m】
●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。リフトで下山後は素朴なグレッソネーの村を散策しましょう。
【歩行：約2時間　歩行標高差：登り約下り約 200m】

グレッソネー泊　

4

午前：専用車  にてモンテチェルビーノ山麓チェルビニアへ移動します。途中、イ
タリア側からの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。チェルビ
ニア着後、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。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
イにて中間駅のプランメゾンまで下山後、チェルビニアまで花畑とチェルビーノ（マッ
ターホルン）の眺望を楽しむハイキングにご案内します。
【歩行：約2.5時間　歩行標高差：下り約 500m】

チェルビニア泊　

5

午前：ゴンドラにてプランメゾンへ。着後チェルビーノ山麓に建つアブルッツィ小屋ま
でチェルビーノに迫るハイキングにご案内します。
【歩行：約 2.5時間　歩行標高差：登り約 300m】
アブルツッィ小屋からはジープにて下山。午後はチェルビニアの村の散策にご案内
します。

チェルビニア泊　

6

午前：専用車  にてグランパラディソ山群の麓コーニュへ。グランパラディソ山群
を望む高台のジミラン村へご案内します。
午後：専用車  にて「アルプスのローマ」アオスタへ。凱旋門や城壁が残る旧市
街の散策にご案内します。その後、クールマイユールへ移動します。

クールマイユール泊　

7

～

8

モンブラン山麓の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にご案内します。ツールドモ
ンブランの一部のルートです。
【歩行：約 2時間～2.5時間　歩行標高差：登り約 300m　下り約 300m 】
●午前：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。その後ゴンドラと
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
をシュクルイ湖まで往復します。
【歩行：約 2時間　歩行標高差：登り約300m　下り約300m】

クールマイユール泊　

9
朝：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・羽田・中部・関空の各空港へ（途中降機地あり）

機中泊　

10
朝・午前：成田・羽田・中部・関空着

Valle d’Aosta A
ヴァレアオスタの3大リゾートに連泊。

絶景の展望台とのんびりハイキング10日間

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、
オーストリア航空、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（チェルビニア）、パヴィヨン（クールマ
イユール）
※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。

アオスタAコース

  8名催行
1 2名限定

成田発 AI10AA 中部発 AI10AAN　関空発  AI10AAK 日程
¥457,000 ¥462,000 7/ 4（木）～7/13（土）
¥478,000 ¥483,000 7/30（火）～8/ 8（木）

アオスタ旧市街
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アブルッツィ小屋

シャボー小屋

ボナッティ小屋

モンテチェルビーノ

モンテローザ山群を望む 小屋前よりグランパラディソ山群

チェルビーノ（マッターホルン）の山麓、
標高 2800ｍ建つアブルッツィ小屋と
グランパラディーソ山群のパノラマを
楽しめ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、
快適にお過ごしいただけます。山小屋
とは思えない美味しい食事やワインを
提供してくれるのは、さすがイタリア
です。山小屋に泊まった方だけが楽し
める朝夕の絶景をご堪能ください。

快適な山小屋泊で
絶景を楽しむ

成田発 AI10AB 中部発 AI10ABN　関空発  AI10ABK 日程
¥437,000 ¥442,000 7/15（月）～7/24（水）

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。中盤は 4,000m
峰に迫る絶景の山小屋に 2泊します。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お薦めするツアーです。

日程 内容・食事・宿泊地

1

午前：成田・羽田・中部・関空  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。

グレッソネー泊　

2

午前：ゴンドラとリフトを乗り継ぎベッタフォルカへ。着後、リスカム、モンテローザ
の 4,000m峰の連なりを眺めながら中間駅のサンタアンナまでハイキング。
【歩行：約 2.5時間　歩行標高差：下り約 450m】
リフトで下山後は素朴なグレッソネーの村を散策しましょう。

グレッソネー泊　

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 3時間　歩行標高差：登り約 300m】
山小屋からの朝 ･夕の眺望をお楽しみください。

アブルッツィ小屋泊　

4
午前：チェルビニアの町までゆっくり下ります。お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】

チェルビニア泊　

5

午前：専用車  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。
【歩行：約 5時間　歩行標高差：登り約 900m】
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。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。

シャボー小屋泊　

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サバランシュ谷のポンを
目指します。
【歩行：約5.5時間　歩行標高差：下り約 800m】
その後、専用車  にて「アルプスのローマ」アオスタへ。凱旋門や城壁が残る旧
市街の散策にご案内します。その後、クールマイユールへ移動します。

クールマイユール泊　

7

～

8

モンブラン山麓の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。グランドジョラスを正面に望むボ
ナッティ小屋やモンテビアンコを眺めながらフェレの谷までハイキング。
【歩行：約 2時間～ 2.5時間　歩行標高差：登り約 300m　下り約 300m】
●午前：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
眺めるツールドモンブランの絶景ルートをヴェニの谷間まで縦走して締めくくりです。
【歩行：約 5時間　歩行標高差：登り約 400m　下り約 800m】

クールマイユール泊　

9
朝：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・羽田・中部・関空の各空港へ（途中降機地あり）

機中泊　

10
朝・午前：成田・羽田・中部・関空着

Valle d’Aosta B

※左記は 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かかります（目安は 2018年 12月現在 ¥26,800～¥37,600）※一人
部屋追加料金は ¥50,000（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 ¥350,000～）、プレミアムエコノ
ミークラスは特別料金（往復 ¥140,000～）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 140ユーロ）
にてご案内します。※現地空港到着時・出発時に待機時間が長くなる場合があります。

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

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、オーストリア航空、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（チェルビニ
ア）、シャボー小屋（グラノパラディソ山麓）、ク
ロ（クールマイユール）
※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。

アオスタBコース

  8名催行
1 2名限定

アブルッツィ小屋
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チェルビニアからアラーニャまでの区間はツールドモンテ
ローザのハイライト部分です。チェルビニアで体調を整え
た後、チェルビーノに見送られながらツールドモンテロー
ザのハイキングへ。チーメビアンケから下るにつれて足
元には花畑が広がります。アヤス谷を見下ろすフェラー
ロ小屋に 1泊した後は、ロートホルン峠を越えてモンテ
ローザ山群のパノラマを眺めます。ガビエット小屋での宿
泊後は、モンテローザの氷河に迫るインドレン展望台へ
ご案内します。マクニャーガには連泊をして別の角度から
モンテローザに迫るハイキングもご用意。最後はモロ峠からマットマルク湖へ下ってゴールです。
※サースフェーでの延泊やランダの新しいつり橋を歩きツェルマットへ歩くルートなど追加手配をご希望の方はお気軽にお問

合せください。

ツールドモンテローザ　ハイライト

ヨーロッパで人気の周遊ルート、「ツールドモンテローザ」。全てを歩き切るに
は日数が長く、難易度も高くなります。アルプスウェイでは展望抜群のハイラ
イト区間を厳選し充実感を味わえる内容でご案内します。ツアー前半はチェル
ビーノ（マッターホルン）山麓のチェルビニアに 3連泊。プラトーローザ展望台
（3,480m）観光や周辺のハイキングで後半のツールドモンテローザに備え
ます。

日程 内容・食事・宿泊地

1

午前：成田・羽田・中部・関空  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。

チェルビニア泊　

2

朝：ゴンドラを乗り継ぎスイスとの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。中間駅プ
ランメゾンまでロープウェイで下山後、チェルビーノ（マッターホルン）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】

チェルビニア泊　

3
午前：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を経由して
チェルビニアまでのハイキングを楽しみます。
【歩行：約 5時間半　歩行標高差：登り約 300m　下り約 800m】

チェルビニア泊　

4

午前：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タニのフェラーロ小屋を
目指します。小屋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 1,000m】
※大きな荷物はマクニャーガのホテルへ回送します。

フェラーロ小屋泊　

5

午前：ロートホルンの峠を目指して登ります。峠を越えると山上湖サレール湖周辺か
らデュフール峰（4,634m）をはじめとしたモンテローザ山群のパノラマが広がります。
サンタアンナ着後はゴンドラを乗り継ぎ、ガビエット小屋へご案内します。
【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 500 】

ガビエット小屋泊　

6

午前：ピエモンテ州境のサラチ峠まで登ります。
【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】
着後、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あとは、ゴンドラを乗り継ぎアラーニャ
へ下山します。
午後：アラーニャでのランチ後、専用車にてモンテローザ山麓の村、マクニャーガへ
移動します。

マクニャーガ泊　

7
午前：ゴンドラにてベルベデーレ展望台へ。モンテローザの北東斜面に迫るザンボニ
ザッパ小屋へのハイキングを楽しみます。希望者はさらに奥の氷河湖ロッチェ湖へご
案内します。【歩行：約 3時間半　歩行標高差：登り約 300m　下り約 300m】

マクニャーガ泊　

8

午前：ゴンドラにてモロ峠へ登り、国境を越えてスイス側へと入ります。モンテローザ
の展望を満喫したあと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。その後、専用車でサースフェーへご案内します。
【ツールドモンテローザ　歩行：約 3時間半　歩行標高差：登り約 50m　下り約 600m】

サースフェー泊　

9
朝：サースフェー発。専用車  にてチューリッヒ空港へ。
午前：チューリッヒ空港発  成田・羽田・中部・関空の各空港へ（途中降機地あり）

機中泊　

10
朝・午前：成田・羽田・中部・関空着

Valle d’Aosta C

※左記は 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かかります（目安は 2018年 12月現在 ¥26,800～¥37,600）※一人部
屋追加料金は ¥44,000（シングルルーム）、¥63,000（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。※山小屋は、男女別の相部屋となる
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 ¥350,000～）、プレミアムエコノミークラスは特別料金（往復 ¥140,000～）
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。※現地空港到
着時・出発時に待機時間が長くなる場合があります。

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

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： 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、オーストリア航空、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）、クリスチャニア（サースフェー）
※現地到着時のミラノ空港から帰国時のチューリッヒ空港までアルプ
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。

アオスタCコース

  6名催行
1 2名限定

成田発 AI10AC 中部発 AI10ACN　関空発  AI10ACK 日程
¥506,000 ¥511,000 8/20（火）～8/29（木）

ハイキングレベルは、P04をご参照ください。
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チロル／ザルツブルガーランド
［オーストリア］

1 8

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 3,000 m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 /
Salzburgerland
[Austria]

キッツシュタインホルン

ダハシュタイン山塊

ハイリゲンブルート
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チロル地方

チロル地方

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。

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。

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。

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

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

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

レベル 2
約 4時間 30分4レベル 3

約 4時間 30分2

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。

レベル 2・3
約 4時間1

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。
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チロル地方 ザルツブルガーランド地方

ザルツブルガーランド地方

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。

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。

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。健脚派は、ルッ
クナー小屋を経由してカルスへのトラバースに挑戦 !

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

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

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

@Schladming-Dachstein

2 0ハイキングレベルは、P03をご参照ください。

レベル 3
約 5時間半

レベル 3
約 7.5時間

5

10

レベル 2・3
約 4.5時間6 レベル 3

片道約 4～5時間7

レベル 1
往復約 2.5時間

レベル 1 レベル 2・3
往復約 1時間 往復約 6時間 98

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 1 ハイキングレベルは、P04をご参照ください。

アレクサンダートレイル

トップオブチロル展望台

※左記は 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 2018年 12月現在 ¥26,800～¥37,600　※ 1人部屋追加料金は
¥44,000（シングルルーム）、¥63,000（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 ¥350,000～）、プレミアムエコノミー
クラスは特別料金（往復 ¥140,000～）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。※現地空港到着時・出発時に待機時間が長く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。

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

日程 内容・食事・宿泊地

1

午前：羽田・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。

ノイシュティフト泊　

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】

ノイシュティフト泊　

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。

カプルーン泊　

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。

カプルーン泊　

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）

機中泊　

9
朝・午前：羽田・成田・中部・関空着

Austria A
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

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（ノイシュティフト）、タウエルンホフ（カプルーン）
※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Aコース

  8名催行
1 2名限定

成田発 AA09A 中部発 AA09AN　関空発  AA09AK 日程
¥442,000 ¥447,000 6/23（日）～7 / 1（月）
¥478,000 ¥483,000 8/19（月）～8/27（火）

ブレンナー峠

ゼーフェルト
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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

グロース
グロックナー

カプルーン

フランツヨーゼフ展望台

ツェルアムゼー

トップオブ
チロル エルファー

ツーカー
ヒュートル

ステューバイタール
ノイシュティフト

AUSTRIA

インスブルック

シュミッテンヘーエ
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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

至スイス

ヴィルドシュ
ピッツェ

トップオブ
チロル

ツーカーヒュートル

ノイシュティフト

スルツェ
ナウ小屋

フェント

ゼルデン

ブリクセンメラーノ

テ
ィ
ン
メ
ル
ズ
峠

ティーフェンバッハ

マンダーフェン

ミッテルベルグ

オーバーグルグル

インスブルック

AUSTRIA

バイルヨッホ越えハイキング

※左記は 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かかります（目安は 2018年 12月現在 ¥26,800～ ¥37,600）
※一人部屋追加料金は ¥50,000（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 ¥350,000～）、
プレミアムエコノミークラスは特別料金（往復 ¥140,000～）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 150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。※現地空港到着時・出発時に待機時間が長くなる場合があります。

チロル州の最高峰ヴィルドシュピッツェ（3,774m）はグロースグロックナーに
次ぐオーストリア第 2の高峰として知られます。チロル州を代表する3つの谷
を周遊しながらサークルを描くようにヴィルドシュピッツェの雄姿を様々な角度
から捉えます。
旅の始まりはピッツタールから。谷奥にはヴィルドシュピッツェに北側から迫るヒ
ンタラー・ブルンネルコーゲル展望台がありミッテルベルグ氷河もすぐ目の前。
展望台へは日本でもほとんど知られていないマンダーフェンという小さな村か
らアクセスします。前半のハイライトはヴィルドシュピッツェ登山基地の谷エッ
ツタールへの峠越えハイキングです。ミッテルベルグ氷河末端部分を歩き展
望抜群のブラウンシュヴァイガー小屋を経由して、エッツタールを代表するレッ
テンバッハ氷河側へとハイキングでつなぎます。

日程 内容・食事・宿泊地

1

午前・午後：羽田・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  にてピッツタールの村マンダーフェンへ移動します。
夜：マンダーフェンのホテルへご案内します。※到着日は軽夕食です。

マンダーフェン泊　

2

終日：マンダーフェン滞在。周辺のハイキングへご案内します。2つの美しい山上湖、
リッフルゼーとプロダーゼーを巡る周遊ハイキングへ。オーストリアで最も高所にある山
上湖リッフルゼー（2,232m）の奥には氷河を抱く3,000m級のピッツタールを代表す
る山々を望みます。【歩行：約 4時間　歩行標高差：登り約 200m　下り約 300m】

マンダーフェン泊　

3

朝：ホテルを出発。ミッテルベルグからケーブルとロープウェイで 3,440mの展望台へ。
チロル州最高峰のヴィルドシュピッツェの展望を楽しんだ後は、中間駅から氷河ハイキン
グへ出発。氷河を渡りブラウンシュバイガー小屋を経由してエッツタールのレッテンバッ
ハ峠（2,990m）を目指します。到着後はゴンドラ・専用車  にてゼルデンへ。
【歩行：約 5.5時間　歩行標高差：登り約 400m　下り約 200m】

ゼルデン泊　

4

終日：ゼルデン滞在。周辺のハイキングへご案内します。
朝：ティーフェンバッハグレッチャーの駐車場からハイキングスタート。エッツタールの
さらに奥の谷フェンタータール最奥の村フェントを目指して「パノラマヴェグ」と呼ばれ
る展望抜群のルートを歩きます。
【歩行：約 5時間　歩行標高差：登り約 100m　下り約 900m】

ゼルデン泊　

5

終日：ゼルデン滞在。周辺のハイキングへご案内します。
朝：エッツタール奥の谷グルグラータールの小さな村オーバーグルグルにある展望台ホー
エムート（2,670m）へ。イタリア国境を目前にした 3000mのエッツターラーアルペン
とロートムート氷河のパノラマ展望を楽しんだ後はシェーンヴィース小屋を経由するハイ
キングへ。【歩行：約 4時間　歩行標高差：登り約 400m　下り約 200m】

ゼルデン泊　

6

朝：専用車  にてゼルデンを出発。夏の時期のみ通行可能な風光明媚な山岳道路
を利用しイタリアとの国境でもある峠ティンメルスヨッホ（2,509m）へ。ヴィルドシュピッ
ツェの雄姿を目に焼き付けた後はイタリア側へと下りメラーノへ。移動途中、エッツター
ラーアルペンの南側に位置するシュナルスタールに立ち寄ります。ヴィルドシュピッツェ
を南から望むグラヴァンド展望台（3,212m）からは、その昔「エッツィ」が見つかった
とされるヴァル・セナレス氷河（ホッホヨッホフェルナー）だけでなく、国境の高峰ヴァ
イスクーゲルやシミラウン、ステューバイアルペン、ブレンタドロミテ方面、オルトレス
山塊など絶景を楽しみましょう。

メラーノ泊　

7

朝：ホテルチェックアウト後、メラーノ2000展望台へ上がり、ドロミテ山群を眺望す
るパノラマハイキングを楽しみます。ハイキング後、専用車  にてヤウフェン峠、
ブレンナー峠を経て再びオーストリアへ。ステューバイタールの小さな村ノイシュティ
フトへ移動します。

ノイシュティフト泊　

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。
朝：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の峠を越えグ
ラヴァアルムへ下る変化に富んだ景観を楽しむハイキング。ステューバイタールの最
高峰ツーカーヒュートル（3,507m）とスルツェナウ氷河に迫ります。
【歩行：約 5時間　歩行標高差：登り約 400m　下り約 900】

ノイシュティフト泊　

9
朝：ノイシュティフト発。専用車  にてミュンヘン空港またはインスブルック空港へ。
午前：ミュンヘ ンまたはインスブルック空港発  羽田・成田・中部・関空の各空港へ
（途中降機地あり）

機中泊　

10
朝・午前：羽田・成田・中部・関空着

Austria B
チロルの三大渓谷周遊の旅 10日間

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、オーストリア航空、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： リッフルゼー（マンダーフェン）、パークホテル・ゼルデン（ゼルデン）、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）
※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。※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Bコース

  8名催行
1 2名限定

成田発 AA10B 中部発 AA10BN　関空発  AA10BK 日程
¥477,000 ¥482,000 7/16（火）～7/25（木）
¥473,000 ¥478,000 8/27（火）～9 / 5（木）

ティンメルスヨッホは、オーストリア・イタリア間国境
の峠。チロル州のエッツタールとイタリアの南チロル
を結ぶルートは、かつては交易路として利用され、
現在は夏のみ通行可能な山岳道路として人気を誇り、
氷河を抱く雄大なエッツターラーアルペンの絶景が
望めます。イタリア側の南チロルを代表するシュナ
ルスタールにも足を延ばし、ヴィルドシュピッツェや
エッツターラーアルペンに南側からも迫ります。そ
してチロル州都インスブルックからも近いステュー
バイタールへ回り込んで旅を締めくくります。

風光明媚な山岳道路からティンメルスヨッホへイタリア国境越え

ピッツタールパノラマ
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日程 内容・食事・宿泊地

1

午前・午後：羽田・成田・中部・関空  ミュンヘンまたはザルツブルグへ（途中降機地あり）
夕刻：ミュンヘンまたはザルツブルグ空港着。アルプスウェイスタッフが空港でお出迎え
し、専用車  にてキッツシュタインホルン山麓の小さな村カプルーンへ移動します。
夜：カプルーンのホテルへご案内します。※到着日は軽夕食です。

カプルーン泊　

2

終日：カプルーン滞在。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、トップオブザルツブルグ（3,029m）から、パノラマの眺望を満喫した後
は中間駅からハイキングスタート。「天空のハイキング」にふさわしい人気の稜線歩き
コース、「アレクサンダートレイル」をたどり、キッツシュタインホルンに背中を押さ
れながらマイスコーゲルまで縦走します。
【歩行：約 4時間　歩行標高差：登り約 250ｍ　下り約 800ｍ】

カプルーン泊　

3

朝：専用車  にてカプルーンを出発。アルプスで最も美しい風景と称賛されるグロース
グロックナー山岳道路を走り、フランツヨーゼフスヘーエ展望台近くの登山口グロックナー
ハウスへ。オーストリア最高峰グロースグロックナーとパステルツェ氷河の展望を捉えた
後ハイキングスタート。グロースグロックナー南側の眺めの良いルートを歩きサルム小屋
（2,638m）を経由してルックナー小屋へ。※山小屋は相部屋利用でトイレ・シャワー共同です。
【歩行：約 5時間　歩行標高差：登り約 500ｍ　下り約 400ｍ】

ルックナー小屋泊（2,241m）泊　

4
朝：ルックナー小屋を出発。グロースグロックナー南側の町カルスに向けて下山。
専用車  でシュタイヤーマルク州のシュラドミングへ移動します。
【歩行：約 1時間　歩行標高差：下り約 300m】

シュラドミング泊　

5

終日：シュラドミング滞在。周辺のハイキングへご案内します。世界遺産ダハシュタイ
ン山塊に南側（シュタイヤーマルク州）から迫る展望台（2,700m）へ。ダイナミッ
クな山容を間近に望んだ後は、シュラドミング近郊のレイテルアルムへ。ダハシュタ
イン南壁を眺めながら山上に点在する湖を周遊する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 450m　下り約 450m】

シュラドミング泊　

6

朝：専用車  にてシュラドミングを出発し登山口へ。ダハシュタイン山塊を西側から
周遊する縦走ハイキングのスタートです。そそり立つダハシュタインの岩肌を間近に
捉えながらアップダウンを繰り返しダハシュタイン山塊の一部ビショフスミュッツェ直下
のホフプルグル小屋を目指します。
【歩行：約 6.5時間　歩行標高差：登り約 300ｍ　下り約 300ｍ】
※ 1泊分を手荷物にし不要な荷物は回送します。
※山小屋は相部屋でトイレ・シャワー共同です。インナーシーツ持参が必要です。

ホフプルグル小屋（1,705ｍ）泊　

7

朝：ハイキング出発。ダハシュタイン山塊の西側を周遊する後半のハイキング、ゴー
ザウカム直下を巻くように歩き、ゴーザウゼーとその奥に氷河を抱くダハシュタイン西
壁を望む展望エリアに到着です。ゴンドラで下山後、路線バスでゴーザウの町へ移動
します。【歩行：約 5時間　歩行標高差：登り約 100m　下り約 200m】

ゴーザウ泊　

8

朝：オーバートラウンのゴンドラ乗り場へ。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。シモニー小屋を目指し、ダハシュタイン北側からの展望と
氷河に迫る周遊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】

ゴーザウ泊　

9
朝：ゴーザウ発。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  羽田・成田・中部・関空の各空港へ。
（途中降機地あり）

機中泊　

10
朝・午前：羽田・成田・中部・関空着

ハイキングレベルは、P04をご参照ください。

ダハシュタイン山塊

※左記は 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かかります（目安は 2018年 12月現在 ¥26,800～ ¥37,600）
※一人部屋追加料金は ¥38,000（シングルルーム）、¥54,000（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 ¥350,000～）、
プレミアムエコノミークラスは特別料金（往復 ¥140,000～）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150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。※現地空港到着時・出発時に待機時間が長くなる場合があります。

3,000m級の山々が200座以上も連なるホーエタウエルン国立公園。その
中心に聳えるのはオーストリア最高峰「グロースグロックナー（3,798m）」、
美しい三角錐が特徴的な「キッツシュタインホルン（3,203m）」。そして世界
遺産に指定された壮大な「ダハシュタイン山塊（2,995m）」。オーストリア東部、
ザルツブルグ州からシュタイヤーマルク州にかけて、名峰を周回する縦走コー
スを取り入れながら、オーストリアを代表する3大名峰に迫ります。

ハイライトはオーストリアが誇る2つ
の名峰をぐるりと周回する山小屋泊の
ルートです。オーストリア最高峰グ
ロースグロックナーと直下のパステ
ルツェ氷河を一度に見渡せる絶好の
展望場所のフランツヨーゼフス展望
台近くから、グロースグロックナー
南側に迫る縦走ルートでは、抜群の
ロケーションに位置するルックナー
小屋にも宿泊。リエンツからも近い、
知る人ぞ知るグロースグロックナー
南側の町カルスを目指して歩きます。
続いて世界遺産ダハシュタイン山塊
の西側を周回するルートで南北に縦断します。壮大なダハシュタイン山塊を南側のシュラドミングから全
景を捉えた後、南壁直下を歩き、ギザギザの山が特徴的なゴーザウカム直下へとトラバース。山容が変
わりゆく様子を間近で感じることができる人気コースです。北側からの氷河を抱くダハシュタイン山塊
の展望を目に焼き付けて旅を締めくくります。縦走や山小屋体験もできる充実したオーストリアの山
旅をご提案します。

山小屋泊で楽しむ縦走ルート

Austria C
オーストリア3大名峰に迫る縦走の旅10日間

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、オーストリア航空、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： タウエルンホフ（カプルーン）、ルックナー小屋（カルス近郊）、ポストホテル（シュラ
ドミング）、ホフプルグル小屋（シュラドミング近郊）、ゴーザウアーホフ（ゴーザウ）
※山小屋は相部屋でトイレ・シャワー共同です。インナーシーツ持参が必要です。※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。※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Cコース

  8名催行
1 2名限定

成田発 AA10AC 中部発 AA10ACN　関空発  AA10ACK 日程
¥483,000 ¥488,000 6/19（水）～6/28（金）
¥492,000 ¥497,000 7/31（水）～8 / 9（金）

グロース
グロックナー

ダハシュタイン

キッツシュ
タインホルン

↑ミュンヘン

ツェルアムゼー

ハルシュタット

↑ミュンヘン

ザルツブルグ

カプルーン

ガッシュ
タイナータール

ハイリゲン
ブルート

フランツ
ヨゼフスヘーエ
展望台

リエンツ

ルックナー小屋

ホフプルクル小屋

カルス

ゴーザウ

シュラドミング

プラナイ

ビショフスホーフェン

バドガシュタイン

グロースグロックナー縦走ルート



お客様の声
Customer's Voice

変化に富んだ
オーストリアアルプス

自然あふれる
美しい景色をありがとう!

初めての
イタリアハイキング

イタリアからの名峰・花・ハイキング
３拍子揃った思い出の旅

5回目のヨーロッパの山、
初体験のピレネー

私たち夫婦はフランス大使公邸でのフレンチアル
プスツアーの説明会に参加しました。スイスやドロ
ミテの山とはまた違った魅力があるなと感じ、以
前ご一緒したことのある方 と々また一緒に参加す
ることにしました。フレンチアルプスで圧巻だった
のはラメージュ峰直下のジローズ氷河を軽アイゼ
ンを着装してハイキング出来たことです。快晴、
無風の氷原を汗をかいて登りきると西側にはエク
ラン峰などの高峰が連なる息をのむほどの絶景
に出会えました。またサイクリスト憧れのガリビエ
峠やイゼラン峠を専用車で通過する際、現地の
陽気なサイクリストと記念写真を撮り合ったり、氷
河を抱く美しい山々に咲く多種多様な高山植物を
写真におさめたりする楽しみもありました。一緒
に参加された皆様に感謝しています。

木暮様ご夫妻（東京都）

ドロミテの素晴らしい絶景を目の当た
りにするハイキングコースはスリリン
グな場所もありましたが、添乗ガイド
さんの天候を考慮したスケジュール
で危険な目にもあいませんでした。
食事も数種類から、お酒もメニュー
からチョイスでき、お昼は山小屋で
のピザや郷土料理、ビール等自由
選択で注文していただき楽しめまし
た。時にはピクニック形式でパンと
サラミ、トマト、チーズ持参でサンド

イッチを作り自然の中で堪能。アグリツーリズモでの夕食のポークステーキは素材の
味を活かした滋味あふれる品でした。コルチナダンペッツオのホテルトリエステ前の
雑貨屋は地元産ワインのお土産もあり、冷えたビールも格別でした。コルバラのホ
テルコルアルトは部屋も広く、冷蔵庫に近くで買って来たシャンパンを冷やしテラス
で街並みを見ながらゆったりと楽しむ事もできました。アレゲのスポーツホテルヨー
ロッパは湖畔に面しゆったりとできました。トレチーメのハイキング中には南チロル出
身で世界的に有名な登山家のラインホルト・メスナーと遭遇し記念すべきものとなり
ました。彼はヘリで飛来するとハイカーに囲まれ、その後、颯爽と岩壁に向かい健
脚を有し歩いて行きました。参加者の皆さん話題も豊富でとても親切にしていただ
き、十日間の旅を楽しむ事ができました。

廣田様ご夫妻（愛知県）

憧れのチロル地方の景色に包まれたくて、母娘でオー
ストリアツアーに参加しました。マッターホルンのような
有名な山は無かったけど、ハイキング中に見た山の
峰 と々谷、そこに点在する小さくて可愛らしい村の景
色はとても美しく、草をはんだり、昼寝をしている牛
や山羊の姿に心が癒されました。「天空のハイキング」
と言われるアレクサンダー・エンツィンガートレイルは
お天気にも恵まれ、まさに天空を散歩しているようで、
少しハードでしたが気持ちの良いハイキングでした。
宿泊したホテルのあるノイシュティフト村は観光地化さ
れていない、素朴で自然にとけ込んだ風景が美しく、
お気に入りの場所になりました。残念なことに、曇り空
でオーストリア最高峰のグロースグロックナーのてっぺ
んを眺める事は出来ませんでしたが、充実した９日間
を過ごすことができました。
また、ビール片手に一緒に旅をした皆さんとの会話も
楽しい時間でした。
ありがとうございました。Danke!

大河内様（愛知県）

今回の山旅の目的は、
かつてフランス側から見
たモンブラン、スイス側
からのマッターホルンを、
イタリア側から眺望するこ
と、1日 4 時間程度歩
けること、高山植物が豊
富なこと、この３条件に
ピッタリ当てはまるのがア
ルプスウェイ、アオスタB
コースでした。特に印象
に残ったのが、エーデル
ワイスの咲く大草原の彼
方にどっしりと聳えるモン

テローザ山群、アブルッツィ小屋周辺のチャボリンドウをはじめとする色とりどりの
高山植物群落、小屋からのモンテチュルビーノ南壁を真っ赤に染める朝日、シャ
ボー小屋からのグランパラディーゾを左に見ながら歩く標高 2,500m付近のパノ
ラマルートの大きな岩陰に咲くアルペンローゼ、ラーゴシュクルイへの登山道を彩
るヤナギランやフウロウソウの群落、稜線上のキンポウゲ咲く草原の先にヴェニ
谷を隔てて聳えるモンテビアンコ南壁の雄姿等 イ々タリアアルプスの大展望と、ア
ルプス三大名花にも出会えるという忘れえぬ山旅でした。

増田様ご夫妻（神奈川県）

今回の旅は、「スペインとフランスの国境の激流にか
かる歴史を物語る石造りの橋」「キリスト教の聖地ルル
ド」「ガヴァルニー圏谷の想像を超える雄大さ」「雨で
視界ゼロだった展望台（笑）」「伝説のローランの裂
け目を望む山の上での異国のサイクリストたちとの出会
い」「断崖絶壁を行く恐怖のトロッコ」「ミシュランガイ
ドにも載るレストランでの食事」どれもどれを取っても
楽しい思い出です。でも何より私たちの心に残ってい
るのはガヴァルニーの小さなホテルの広～い前庭のベ
ンチで雄大な圏谷の懐に抱かれワインを飲みながら、
ゆったりと時間を過ごせた事です。あれほど穏やかで
心が癒やされる時間は経験がありませんでした。ハイ
キングで絶景を見たり渓谷を歩いたり、それはそれで
楽しいものですが、大自然の雄大な景色の中でのん
びり過ごす時間があんなに心地良いものなのだと感じ
させられた旅でした。毎度の事ながらアルプスウェイ
のガイドさんの細やかな気遣いに感謝しています。
まもなく後期高齢者になるので、今回で終わりにする
つもりしたが、また行きたいと思う今日この頃です。

木村様ご夫妻（兵庫県）

French AlpsAustria

Valle d’Aosta

Pyrenees

Dolomiti
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地中海へと続くアルプスの西端をなすフレンチアルプスと
フランス、スペイン、アンドラの3ヵ国に跨って連なるピレネー山脈。
人気のエリアだけでなく、日本人ハイカーが
ほとんど訪れることのないとっておきのルートまで、
アルプスウェイオリジナルの行程でご案内します。

ラック・デ・ヴァッシュ セブンレイク
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フランス南東部を縦断し地中海へと続くフレンチアルプス。

3,000m級の氷河を纏った山々と魅力的な峠が点在する「ヴァノワーズ国立公園」、バール・デ・

ゼクラン（4,102m）を主峰に天に向かって峰々が聳える「エクラン国立公園」を経て地中海

を遠望する「メルカントゥール国立公園」までハイキングを楽しみながら縦断します。

もう1つの山塊、「ピレネー」では世界遺産ガヴァルニー圏谷をはじめとしたフランス側、オル

デサ渓谷、ベナスケ渓谷などのスペイン側までピレネーの核心部へとご案内します。ピレネーの

峠を越えての国境越えなどアルプスウェイこだわりのルートを歩きます。

French Alps &
Pyrenees
[France, Spain]

フレンチアルプス & ピレネー
［フランス、スペイン］

ガール・ペル・ダモン

ガヴァルニー圏谷



クイラ地方
自然公園

メルカントゥール
国立公園

エクラン
国立公園

グルノーブル
ヴァロワール

イゾラ イゾラ2000

プラローニャン・ラ・ヴァノワーズ

ブリアンソン

サンヴェラン

オロン

アオスタ

アルベール・ヴィル プチ・サンベルナール峠

アヌシー

ロータレ峠

至 ミラノ

至 リヨン

モンブラン
（4,810m）

グランモット（3,656m）

モンテヴィゾ
（3,841m）

モンペルヴー
（3,946m）

ラ・メイジュ
（3,983m）

ジェラ
（3,143m）

FRANCE

ITALY

SWITSERLAND

トリノ

ニース

ジュネーブ

ヴァノワーズ
国立公園

1
3

4

2

56

7

8

9

ラ・グラーヴ

バール・デ・ゼクラン
（4,102m）

グランカッセ（3,855m）

ヴァルディゼール

イゼラン峠

ガリビエ峠
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French Alps
フレンチアルプス

フランス東部にはモンブラン南部から
ヴァノワーズ国立公園、エクラン国立公園を経て
メルカントゥール国立公園へと
縦断するように山岳地域が続きます。
国立公園地域ということもありアイベックスなどの
野生動物や多様な高山植物との出会いも期待できます。
広大な牧草地や美しい氷河湖、
そしてエクラン山群に代表されるような
天に向かって聳える荘厳な峰々など
大自然の風景をお楽しみください。

ヴァノワーズからメルカントゥール、
そして地中海へ至る
フレンチアルプス

プラトー・ダンパリ高原



2 8ハイキングレベルは、P04をご参照ください。

タランタイズ渓谷から南側のモリエンヌ渓谷へはヨーロッパ最
高地点のイゼラン峠（2,775m）を越えていきます。冬は深い
雪に閉ざされスキー場の一部となるピッサイヤ氷河に迫る絶景
ルートです。ここはヴァノワーズ国立公園の北部と南部を分断
する地点。夏には多くの登山者やサイクリストが訪れるヨーロッ
パを代表する峠です。 

モリエンヌ渓谷からヴァロアール村を越えるとエクラン山脈、
サザンフレンチアルプスをつなぐガリビエ峠（2,642m）が現
れます。メージュ氷河の大迫力を見ながら東へはブリアンソン、
西へはグルノーブルへとガリビエ峠から景観が移り変わります。
ガリビエ峠から展望エリアへ少し登ると、北側にはヴァノワーズ
山塊とフランス最高峰モンブラン、そしてイタリアの名峰モンテ・
ヴィソ、さらには南側にはラメイジュ、バール・デ・ゼクランな
どエクラン山塊を代表する山々を一度に望むダイナミックな山
岳展望が広がります。

ヨーロッパ最高地点の
イゼラン峠

サヴォア県からオートアルプ県へ誘
うガリビエ峠

4 レベルなし 5 レベルなし

3 レベル 1・2
歩行：約30分　登り・下り約30m

ヴァノワーズ山系の北側を覆うタランタイズ渓谷の最奥地、
ヴァルディゼール村から、ベルバルド（2,827m）、ソレイズ
（2,560m）の 2つの絶景展望台に上がってしましょう。ベル
バルドからは氷河を頂くグランモット（3,656m）が正面に南
側にはモンブラン（4,810m）の勇姿が迫ります。ソレイズか
らは高山植物が咲き乱れるメドウ、眼下には急峻なイゼール
渓谷の眺望が楽しめます。

セール・シュヴァリエの町から延びるゴンドラを手軽に利用し
て 2,483mの展望台へ。主峰バール・デ・ゼクランをはじめ、
ガリビエ峠方面のピック・ドゥ・ガリビエ、オワザン、ヴァノワー
ズ山塊など各山群の絶景が楽しめます。背後のエシャウダを
周遊しながらモネティエ・レバンへ下山も可能。パノラマコー
スでプロレル方面へ向かいゴンドラで世界遺産の町ブリアンソ
ンに下山する気楽なハイキングが楽しめます。

イゾラ 2000からゴンドラでシストロン展望台エリアへ。モン・
サン・ソヴュール周辺からメルカントゥール国立公園最高峰ジェラ
（3,143m）を始めとしたメルカントゥール山塊やイタリアの
名峰モンテ・ヴィソなどの山岳風景が楽しめるだけでなく、南側
には地中海をも遠望するとっておきのハイキングエリアです。

町からのゴンドラやシャトルバスとリフトを利用してまずはバル
メッテ小屋へ。氷河を抱くグランカッセ（3,855m）が目の前
に迫る絶景ロケーションに建つコル・ドゥ・ヴァノワーズ小屋を
目指します。徐々に標高を上げると目の前に現れる山上湖は
中央に「石の道」が通じるラック・デ・ヴァッシュ。石を飛ぶ
ように広い湖を渡るのは新鮮な感覚です。次の山上湖ラック・
ロングを過ぎると小屋はもうすぐです。

町外れの駐車場からハイキングスタート。シャビエール渓谷沿
いに登り始めペクレ・ポルセ小屋へ向かいます。エギューイ・デュ・
ペルセ、ジェブローラ氷河、ジェネピー氷河など、ヴァノワー
ズ山塊の全容を眺める絶景ポイントです。ほどなくしてミルキー
ブルーの山上湖ラックブランに到着です。

ラ・グラーブの村から名前の通り展望抜群のテラス村を経由し
高台のシャツレ村の登山口へ。鋭いラ・メイジュ峰を北側から
間近に望むプラトー・ダンパリ高原を周遊します。ラ・メイジュ
峰を眺めながら高原エリアまで登り切ると様々な種類の高山植
物が出迎えてくれます。緩やかなアップダウンを繰り返しながら
点在する山上湖のラック・レリーやラック・ノワールまで足を延
ばしましょう。

モン・ペルヴー山麓のエイルフロワド村の登山口・セザンヌ小
屋からハイキングスタート。エクラン主峰バール・デ・ゼクラン
（4,102m）東側の 2つの氷河、グラシエ・ノワール（氷河）
やグラシエ・ブラン（氷河）を見渡しながら、トゥケット小屋（避
難小屋）を経由しグラシエ・ブラン小屋を目指して登ります。
山小屋からは目の前に氷河を抱くバール・デ・ゼクランの絶景
に望みます。

ヴァルディゼール周辺の
眺望ハイキング　

エクラン国立公園　
セール ･シュヴァリエ展望台周遊ハイキング

メルカントゥール国立公園
イゾラ2000周遊ハイキング　

ヴァノワーズ国立公園
コル･ドゥ･ヴァノワーズへの展望ハイキング

ヴァノワーズ国立公園
山上湖ラックブランへのハイキング

エクラン国立公園　ラ･メイジュ峰正面の
プラトー ･ダンパリ高原　絶景ハイキング

エクラン国立公園　人気 NO.1コース
グラシエ･ブラン小屋ハイキング

7 レベル 2
歩行：約3.5時間　歩行標高差：登り約200m　下り約200m 9 レベル 2

歩行：約3時間　歩行標高差：登り約300m　下り約300m

1 レベル 3
歩行：約5時間　歩行標高差：登り約500m　下り約500m 2 レベル 3・4

歩行：約6.5時間　歩行標高差：登り約750m　下り約750m

6 レベル 3・4
歩行：約6.5時間　歩行標高差：登り約650m　下り約650m

8 レベル 3・4
歩行：約6.5時間　歩行標高差：登り約700m　下り約700m



2 9 ハイキングレベルは、P04をご参照ください。

フランスに 10ヵ所ある国立公園の中で世界屈指の山岳エリアは、ヴァノワーズ国立公園（サヴォア県）、エクラン国立公園
（イゼール県、オートアルプ県）、そしてメルカントゥール国立公園（アルプ・デ・オートプロヴァンス県、アルプマリティーム県）。
イタリアンアルプスのピエモンテ州やヴァッレアオスタ州に隣接しながら南北に連なり地中海へ至るまでのフレンチアルプス、
展望抜群の峠ルートも利用しながら、3つのエリアを 1度に巡ります。

French Alps Special
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 10日間・13日間

フレン
チアルプススペシャルコース

山上湖を渡る「石の道」 宿泊地　ラ・グラーヴからの眺望

ラ・メージュ展望ハイキング

グランカッセ

ヴァノワーズ国立公園にはアルパイン・アイベックスやマーモットなどの野生動物や
高山植物が豊富で大自然の宝庫です。日本ではまだ知られていないグリーンダイヤ
モンドとして形容される広大で美しい牧草地、数々の氷河湖、氷河を抱くグランカッセ
（3,855m）、グランモット（3,656m）、モンプーリ（3,779m）などの名峰が迫力
ある景観で楽しませてくれます。ヨーロッパアルプス最高峰モンブラン（4,810m）
やエクラン山群の雄姿も遠望でき、何と言っても「石の道」を歩く山上湖へのハイキ
ングが楽しみの一つです。プラローニャン・ラ・ヴァノワーズ滞在後はヴァルディゼール
を経由して名峰の反対側へ回り込むように移動しながらイゼラン峠を経てエクラン
国立公園の玄関口、ガリビエ峠を目指します。

グランドジョラス（4,208m）に次ぐ高峰でエクラン国立公園の最高峰バール・デ・ゼ
クラン（4,102m）、天空を突くように鋭くとがった形が美しいラ・メイジュ峰（3,983m）、
エドワード・ウィンパーが初登頂したペルヴー峰（3,946m）など氷河を抱く数々の
名峰が集います。ラ・メイジュ峰の直下の小さな村ラ・グラーヴや、世界遺産に登録
された町ブリアンソンにほど近いセール・シュヴァリエに滞在し、エクラン山塊に様々
な角度から迫りながらハイキングを満喫します。サイクリスト憧れのガリビエ峠から最
初にエクラン山塊に出会う瞬間や、国立公園内で唯一の氷河展望台を訪ねることも
楽しみの 1つです。

1963年フランス最初に指定された
ヴァノワーズ国立公園

ヨーロッパアルプス最南端の
4,000ｍ峰を抱くエクラン国立公園
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モンサンソヴェール 旅の最後はニースへ
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日程 内容・食事・宿泊地
13日間コース 10日間コース

1

午前・午後：羽田・成田・中部・関空   ジュネーブへ（途中降機地あり）
夜：ジュネーブ着。アルプスウェイスタッフが空港でお出迎えし、専用車  にてプラローニャン・ラ・ヴァノワーズ
へ移動します。
夜・深夜：ホテルへご案内します。※到着日は軽夕食です。

プラローニャン・ラ・ヴァノワーズ泊　

2
終日：プラローニャン・ラ・ヴァノワーズ滞在。ヴァノワーズ国立公園で人気の高いバルメッテ小屋からコル・ドゥ・ヴァ
ノワーズへのハイキング。山上湖ヴァッシュ湖を石の道で渡り名峰グラン・カッセを正面に捉える迫力満点の絶景
コースです。【歩行：約 5時間　歩行標高差：登り約 500m　下り約 500m】

プラローニャン・ラ・ヴァノワーズ泊　

3
終日：プラローニャン・ラ・ヴァノワーズ滞在。ヴァノワーズ山塊の全容を眺める山上湖ラックブランへのハイキング。
ドロン川の水源となっている氷河群、変化に富んだ景観のエギューイ・デュ・ペルセ、ジェブローラ氷河、ジェネピー
氷河などが視界に飛び込んできます。【歩行：約 6.5時間　歩行標高差：登り約 750m　下り約 750m】

プラローニャン・ラ・ヴァノワーズ泊　

4

朝：ホテルを出発。専用車  でヴァルディゼールへ移動。ゴンドラを利用してベルヴァルド展望台（2,827m）へ。
プラローニャンから目にした名峰グランカッセを別の角度から捉え、グランモット氷河を間近に望みます。その後、
フレンチアルプスが誇るサイクリスト憧れのイゼラン峠とガリビエ峠を通りエクラン国立公園へ。ラ・メイジュ峰直下
の小さな村ラ・グラーヴへ移動します。ガリビエ峠からは北側にモンブランやヴァノワーズ山系、南側にエクラン山
塊を望むパノラマの大展望をお楽しみください。
【歩行：約 1時間　歩行標高差：登り約 100m　下り約 100m】

ラ・グラーヴ泊　

5
終日：ラ・グラーヴ滞在。高台のシャツレの集落、登山口へ。鋭いラ・メイジュ峰を北川から間近に望む高原の絶景
ハイキングコースへご案内します。体力に応じて山上湖ラック・レリーやラック・ノワールも目指して周遊します。
【歩行：約 6.5時間　歩行標高差：登り約 650m　下り約 650m】

ラ・グラーヴ泊　

6

朝：ホテルを出発。ラ・グラーヴから伸びるゴンドラを利用して展望台（3,200m）へ。ラ・メイジュ峰が目の前に
迫り氷河に最も近づく瞬間です。展望を楽しんだ後は、ロータレ峠近くの登山口からハイキングスタート。ラ・メイジュ
東側のプラン・デ・ラルプの谷を周遊します。谷奥に聳えるモンターニュ・デ・ザニョー（3,570m）に向かって渓
谷や高原エリアをたどります。その後、専用車  でブリアンソン近郊の町セール・シュヴァリエへ移動します。
【歩行：約 5時間　歩行標高差：登り約 450m　下り約 450m】

セール・シュヴァリエ泊　

7

午前、ブリアンソンへ。ゴンドラでプロレル方面へ登った後、セールシュヴァリエ方面へのハイキング。プロレルの
中腹をトラバースし、ピック・ドゥ・ガリビエ、ヴァノワーズ、エクランなどのパノラマを楽しみます。ゴンドラで
セールシュヴァリエの町へと下山します。
【歩行：約 3.5時間　歩行標高差：登り約 200m　下り約 200m】

セール・シュヴァリエ泊　

8
終日：セール・シュヴァリエ滞在。専用車  エイルフロワド村の登山口・セザンヌ小屋へ。エクラン主峰バール・デ・
ゼクラン（4,102m）東側のグラシエ・ノワール（氷河）やグラシエ・ブラン（氷河）を見渡す絶景ポイント、グラシエ・
ブラン小屋を目指すハイキング。【歩行：約 6.5時間　歩行標高差：登り約 700m　下り約 700m】

セール・シュヴァリエ泊　

9

朝：ホテルを出発。専用車  にて地元でも人気の高
いエリアでブリアンソンやイタリア国境から近いクィラ地
方自然公園に立ち寄ります。ガリビエ峠からも目にした
イタリアの名峰モンテ・ヴィソの展望抜群のプチ・ベル
ベデーレへのハイキングを楽しんだ後、メルカントゥール
国立公園へ。移動途中ボネット峠（2,807m）を経由し
てサンテティエンヌ・デュ・ティネへ移動します。
【歩行：約 3時間
歩行標高差：登り約 150ｍ　下り約 150ｍ】

セール・シュヴァリエから専用車  でミラノ空港へ。
午前：ミラノ発  羽田・成田・中部・関空へ。
（途中降機地あり）

オロン泊　 機中泊　

10

終日：サンテティエンヌ・デュ・ティネ滞在。イゾラ 2,000
のシストロン展望台エリアへ。モン・サン・ソヴュール周
辺からメルカントゥール国立公園最高峰ジェラ（3,143m）
を始めとしたメルカントゥール山塊やイタリアの名峰モン
テヴィソを眺める周遊ハイキング。
【歩行：約 3時間
歩行標高差：登り約 300m　下り約 300m】

午前：羽田・成田・中部・関空着

オロン泊　

11

朝：ホテルを出発。専用車  にて地中海沿いの町
ニースへ。到着後はニース市内観光やフリータイムをお
楽しみください。
※夕食は実費にてお薦めのレストランへご案内します。

ニース泊　

12
朝：ホテルを出発。専用車  にてニース空港へ。
午前：ニース空港発  羽田・成田・中部・関空の各空港へ。
（途中降機地あり）

機内泊　

13
朝・午前：羽田・成田・中部・関空着

※左記は 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かかります（目安は 2018年 12月現
在 ¥26,800～¥37,600）※一人部屋追加料金は 10日間 ¥50,000（シングルルーム）、
¥72,000（ツインのシングルユース）、13日間 ¥68,000（シングルルーム）、¥99,000
（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 ¥350,000～）、
プレミアムエコノミークラスは特別料金（往復 ¥140,000～）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 150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 200ユーロ）
にてご案内します。※現地空港到着時・出発時に待機時間が長くなる場合があります。

募集人員： 12名限定　最少催行人員： 8名
食事： 10日間コース　朝 8回、昼 0回、夕 7回
　　   13日間コース　朝 11回、昼 0回、夕 9回
利用航空会社： 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、フィ
ンランド航空、エールフランス航空、アリタリア -イタリア航空
利用予定ホテル： ラ・ヴァノワーズ、レ・ゼレーユ（プラローニャン・ラ・ヴァノワーズ）、カス
ティラン（ラ・グラーブ）、モン・タボー、プランスッド（セール・シュヴァリエ）、ブレノン、
レクィール、ル・ドゥルオス（オロン）、プラザ・ニース（ニース）
※現地到着時のジュネーブ空港から帰国時のミラノ空港またはニー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。

  8名催行
1 2名限定

10日間コース
成田発 AP10FA 中部発 AP10FAN　関空発 AP10FAK 日程
¥482,000 ¥487,000 7/12（金）～7/21（日）
¥498,000 ¥503,000 8/20（火）～8/29（木）

13日間コース
成田発 AP13FA 関空発  AP13FAK 日程
¥537,000 ¥542,000 7/12（金）～7/24（水）
¥553,000 ¥558,000 8/20（火）～9 / 1（日）

イゾラ 2000・モンサンソーヴォー

後半はフレンチアルプスが地中海へと下っていく最後の山塊メルカン
トゥールを訪れます。広大で平坦なブドウ畑やラベンダーの花が咲き乱れ
る丘陵地帯から徐々に標高を上げるとサザンアルプスと地中海に挟まれた
メルカントゥール国立公園の絶景に出会えます。地中海から吹き上げる南
風の影響のためか、どことなく明るい雰囲気の町や山容は前半の山岳風
景とは雰囲気が異なり、山岳風景が印象的で、美しい針葉樹林、高原地
帯に咲き乱れる花々、サザンアルプスを近くに眺めるメルヘンチックな風
景が魅力です。

地中海のコートダジュールに近い
メルカントゥール国立公園
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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。

ロープウェイでわずか 15分、ピレネー山脈の全景を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・ベ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。
Aコースでは展望台見学をゆったりと楽しみ、健脚派のBコース
ではトゥルマレー峠から展望台を目指して途中の山上湖を経由し
ながら登ります。

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 ピック･デュ･ミディ展望台（2,877m）

1 レベル 1
歩行約 2時間　標高差：登り約 200m　下り約 350m 2 レベル 2・3

歩行約 4時間　標高差：登り約 890m 3 レベル 1・2
歩行約 3.5時間　標高差登り約 300m　下り約 300m

3 13 1

ピレネー国立公園に隣接するネウヴィエル自然保護区はネウ
ヴィエル山塊の麓に広がる手つかずの自然が残るエリア。ネウ
ヴィエル山やラモンなど知られざるピレネーの名峰を眺めなが
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
目指すハイキングを楽しみます。峠からは湖とは反対側にピック・
デュ・ミディ展望台の遠望も。健脚ならトゥルマレー峠まで下る
健脚向け縦走コースへ。

ネウヴィエル自然保護区
湖巡りハイキング

ローランのさけ目

トロッコ

ハイキングレベルは、P04をご参照ください。

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。
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オルデサ国立公園
渓谷展望ハイキングから国境越えへ

4 レベル 1
歩行約 4時間　標高差登り約 300m　下り約 300m
レベル 2・3
歩行約 5時間　標高差登り約 650m　下り約 650m

5 レベル 1・2
歩行約 4時間　標高差登り約 200m　下り約 200m 6 レベル 3・4

歩行約 8.5時間　標高差登り約 1000m

3 2

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の落差 422mを誇
る滝など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誰でも気軽に楽しめます。
ローランの裂け目や名峰タイロンなどが目の高さに迫る絶好の
位置に建つエスプグエット小屋を目指すコースはやや健脚派に
お薦めです。

ガヴァルニー圏谷を目線の高さで楽しめる絶景スポットがテン
テスのコル。ガヴァルニーの町から車でアクセスできるちょっ
とした展望エリアです。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良く楽しめます。元気な方はタ
イロンを正面に見ながらアップダウンの殆どないルートを国境
のポルト・ドゥ・ブッシャロの峠まで足を延ばしましょう。

フランス側のルション渓谷最奥の登山口ホスピスからハイキン
グスタート。アネト山の周囲を巡るツール・ド・アネトのルート上
でも一番テンションの上がる国境越えルートです。国境の「ポ
ルト・デ・ベナスケ」峠を目指して登り詰めると目の前には憧れ
のピレネー最高峰のアネト山が迫ります。峠からはスペイン側の
ベナスケ渓谷登山基地に向かってアネト山の絶景を眺めて下る、
ピレネー国境越えルートの一つです。

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のコー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。

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

アネト山展望コース　ルション渓谷から
ベナスケ渓谷へ国境越えハイキングアラン渓谷　セブンレイク周遊ハイキング

8 レベル 3・4
歩行約 6.5時間　標高差登り約 1000m　下り約 700m7 レベル 3

歩行約 6時間　標高差登り約 600m　下り約 600m

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、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す渓流沿いのロングコース、
駐車場から登り詰めて絶景ポイントを目指すコースはやや健脚
向け。憧れの「ブレシュ・ド・ローラン（ローランの裂け目）」の
国境越えに挑戦するルートはまさに健脚向けのロングトラバース。
コル・ディ・カヴァージョよりさらに先のモンテ・ペルディド登頂の基
地ゴリツ小屋へと歩を進めます。宿泊後はいよいよ国境越えです。

ハイキングレベルは、P04をご参照ください。
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日程 内容・食事・宿泊地

1

午前・午後：羽田・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。

サンラリースラン泊　

2

終日：サンラリースラン滞在。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・ネウヴィエル（3,091m）、ラモン（3,011m）などを眺めなが
ら点在する湖を巡るハイキングや絶景ポイントを目指します。
【歩行：約 3.5時間　歩行標高差：登り約 300m　下り約 300m】

サンラリースラン泊　

3

朝：専用車  にてサンラリースランを出発。ピレネーの山岳風景を360度パノラマ
で見渡せるピックドゥミディ展望台（2,877m）に立ち寄り、ピレネー最高峰アネト山や
第 3の高峰モンテ・ペルディドなど雄姿を望みます。その後、世界遺産のガヴァルニー
大圏谷の玄関口、ガヴァルニーへ専用車  で向かいます。移動途中には多くのサイ
クリストでにぎわうアスパン峠やトゥルマレー峠も通ります。

ガヴァルニー泊　

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迫力を間近に感じながら、往復のハイキングを
のんびり満喫します。【歩行：約 4時間　歩行標高差：登り約 300m　下り約 300m】

ガヴァルニー泊　

5

終日：ガヴァルニー圏谷ハイキング。専用車  にて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
谷の眺めを楽しみながらのハイキング。体力に応じてスペインとの国境ポルト・ドゥ・ブッ
シャロへの往復も。【歩行：約 4時間　歩行標高差：登り約 200m　下り約 200m】

ガヴァルニー泊　

6

終日：ガヴァルニー圏谷ハイキング。「ローランの裂け目」やピック・ドゥ・マルボレ
（3,248m）、タイロン（3,144m）などフランス側ピレネーの名峰を望む抜群のロケー
ションに建つエスプグエット小屋への往復ハイキングへ。
【歩行：約 5時間　歩行標高差：登り約 650m　下り約 650m】

ガヴァルニー泊　

7
朝：専用車  にてガヴァルニーを出発。キリスト教の聖地として世界的に名高いル
ルドの町に立ち寄った後、コトゥレへ移動します。

コトゥレ泊　

8
終日：コトゥレ滞在。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3時間　歩行標高差：登り約200m　下り約350m】

コトゥレ泊　

9
早朝・朝：コトゥレ発。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  羽田・成田・中部・関空の各空港へ。（途中降機地あり）

機中泊　

10
朝・午前：羽田・成田・中部・関空着

ハイキングレベルは、P04をご参照ください。

ローランのさけ目

ポルト・ドゥ・ブシャロ

至トゥールーズ

ポルタレ峠
（国境） ガヴァルニー

サンラリースラン

モンテ・ペルディド

マルボレ
タイロン

ヴィニュマール
3298ｍ

SPAIN

FRANCE

ゴーブ湖

ルルド

コトゥレ トゥルマレ峠
アスパン峠

ピック・デュ・ミディ展望台

ネウヴィエール
自然保護区

ガヴァルニーの滝

テンテス ゴーブ湖

※左記は 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かかります（目安は 2018年 12月現在 ¥26,800～¥37,600）※一人
部屋追加料金は ¥50,000（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 ¥350,000～）、プレ
ミアムエコノミークラスは特別料金（往復 ¥140,000～）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。※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。※現地空港到着時・出発時に待機時間が長くなる場合があります。

初めてピレネーを訪れる方、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フ
ランス・ピレネー絶景ハイキングです。

まずはネウヴィエル自然保護区の玄関口サンラリースランへ。ピレネー国立公園に隣接し 3,000m級
の山々と点在する湖水が美しいネウヴィエル自然保護区は日本人には、まだあまり知られていません
がフランスでは人気の高いハイキングエリアです。ピックデュミディ展望台の南側のエリアでもあり隠
れたピレネーの名峰に望みながら足慣らしのハイキングです。

中盤は旅のハイライト、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のガヴァル
ニー圏谷へ。壮大な圏谷はその昔はルルドまで伸びてい
たという氷河によって形成されたと言われます。世界中か
ら多くの観光客が訪れるのも納得できるダイナミックな景
観です。フランスとスペインの国境に聳えるピレネー山脈
と美しい圏谷美を思う存分楽しんでいただけるよう、ガヴァ
ルニー 4連泊というゆったりした日程を組み込みました。
フランス・ピレネー最高峰ヴィニュマール（3,295m）を
眺めるハイキングで旅を締めくくります。
ピレネー最高峰アネト山（3,404m）や、スペイン側のオルデサ渓谷からのみ見ることが出来ると言わ
れるモン・ペルデュ（スペインではモンテ・ペルディド3,355m）は、ピレネー全景を見渡せるピックデュ
ミディ展望台からその雄姿を望み、フランス側に滞在場所を絞り込んで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。フランス第 4の都市トゥールーズ延泊手配も見積で承ります。

Pyrenees A
フランス・ピレネーの絶景トレイル・ハイライト10日間

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： 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）、ヴィニュマール、ル・コンポステール、ブレッシュ・ドゥ・
ローラン（ガヴァルニー）、ボア・ジョリ、リヨンドール（コトゥレ）
※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。※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Aコース

  8名催行
1 2名限定

成田発 AY10A 中部発 AY10AN　関空発  AY10AK 日程
¥489,000 ¥494,000 6/18（火）～6/27（木）
¥494,000 ¥499,000 9 / 3（火）～9/12（木）

ビッグ・デュ・ミディ

ネウヴィエル自然保護区を歩く

ガヴァルニー4連泊
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日程 内容・食事・宿泊地

1

午前・午後：羽田・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
アラン渓谷の中心地ヴィエラへ移動します。
夜・深夜：ヴィエラのホテルへご案内します。※到着日は軽夕食です。

ヴィエラ泊　

2
終日：ヴィエラ滞在。コルメルス小屋を起点に、7つの湖を巡るセブンレイク・ハイキングへ。
アラン渓谷で最も人気の高いハイキングコースです。
【歩行：約 6時間　歩行標高差：登り約 600m　下り約 600m】

ヴィエラ泊　

3

朝：ホテルを出発。フランス側ルション渓谷の登山口へ。ツール・ド・アネトのルートをたどり、
国境の「ポルト・デ・ベナスケ」を越えてスペイン側のベナスケ渓谷へ下るハイキング。
主峰アネト山を始めとする氷河を抱くマラデッタ山塊に北側から迫ります。
【歩行：約 6.5時間　歩行標高差：登り約 1000m　下り約 700m】

ベナスケ泊　

4

終日：ベナスケ滞在。長い年月をかけ氷河によって形成された美しい風景がベナスケ渓
谷最奥部に広がります。アラゴン州とカタルーニャ州の州境でもある峠を目指しながら
レンクルサ小屋を周遊するハイキング。ピレネー最高峰アネト山を含むマラデッタ山塊に
さらに近づきます。【歩行：約 5時間　歩行標高差：登り約 500m　下り約 500m】

ベナスケ泊　

5

朝：ホテルを出発。フランスとの国境近くの山上湖を目指して歩きます。ポゼッツ・マ
ラデタ国立公園の名峰アネト山やマラデッタ山塊の展望を角度を変えて楽しみます。
ハイキング終了後は、専用車  にてオルデサ国立公園の玄関口、トルラへ移動します。
【歩行：約 5時間　歩行標高差：登り約 700m　下り約 700m】

トルラ泊　

6

朝：ホテルを出発。1泊分の荷物を持ってハイライトの「ブレシュ・ドゥ・ローラン（ロー
ランの裂け目）」国境越えロングハイキングへ出発です。世界遺産オルデサ国立公園の
登山口からハイキングスタート。渓谷の両側に迫るダイナミックな岩峰の眺めを楽しみ
ながら表情の異なるいくつもの滝を過ぎ、ブナの原生林を抜けると目の前にモンテ・ペ
ルディドや絶景が広がります。さらに登り詰めてゴリツ小屋へ向かいます。
※山小屋はトイレ・シャワー共同の相部屋です。
【歩行：約 8.5時間　歩行標高差：登り約 1000m】

ゴリツ小屋（2,200m）泊　

7

朝：ゴリツ小屋を出発。国境の「ブレシュ・ドゥ・ローラン（ローランの裂け目・2,854m）」
を目指して一歩一歩進みます。モンテ・ペルディドやオルデｻ渓谷の絶景を目に焼き付け
た後はフランス側ガヴァルニー圏谷へと下ります。ポルト・ドゥ・ブッシャロ（国境）を経
由してテンテスのコル（駐車場 2,208m）で国境越えのフィニッシュ。
【歩行：約 8.5時間　歩行標高差：登り約 650m　下り約 650m】

ガヴァルニー泊　

8

朝：ホテルを出発。専用車  にてサイクリストに有名なトゥルマレー峠へ移動しハ
イキングスタート。絶景が広がるピック・デュ・ミディ展望台（2,877m）を目指しハ
イキングを締めくくります。展望台到着後は 360度パノラマに広がるピレネー山脈の
大展望をお楽しみください。その後専用車  でトゥールーズへ移動します。
※夕食は実費にてお薦めのレストランへご案内します。
【歩行：約 4時間　歩行標高差：登り約 890m】

トゥールーズ泊　

9
朝：トゥールーズのホテル発。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   羽田・成田・中部・関空の各空港へ。（途中降機地あり）

機内泊　

10
朝・午前：羽田・成田・中部・関空着

ハイキングレベルは、P04をご参照ください。

オルデサ渓谷

トゥルマレ峠
アスパン峠

コルメルス

アラン渓谷
タイロン

ポルト・ドゥ・ブシャロ

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
ルション

アインザ

ベナスケ

至トゥールーズ

バケイラ

ガヴァルニー

SPAIN

FRANCE

トルラ

ピック・デュ・ミディ
展望台

ベ
ナ
ス
ケ
渓
谷 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

ピック・デュ・ミディ・ビゴレ

モンテ・ペルディド

マルボレ
ゴリツ小屋

ローランのさけ目

ネウヴィエール自然保護区

※左記は 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かかります（目安は 2018年 12月現在 ¥26,800～¥37,600）※一人
部屋追加料金は ¥50,000（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 ¥350,000～）、プレミアムエコノミークラ
スは特別料金（往復 ¥140,000～）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。
※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。
※現地空港到着時・出発時に待機時間が長くなる場合があります。

ピレネー山塊に点在する絶景ロングコース。フランスとスペインの国境越え
ルートには特に展望抜群の峠があります。旅の前半と後半でピレネー山脈を
縦断する異なる国境ルートに挑戦しながら、ピレネー山塊に迫ります。

旅の始まりはスペイン・カタルーニャ州に位置するアラン渓谷から。40以上の湖水が点在するアイグ
エス・トルテス国立公園内で最も人気の高いセブンレイクス・ハイキングと呼ばれる周回ルートでコルメ
ルス湖の周囲に点在する湖を巡ります。
前半のハイライトはピレネー最高峰アネト山（3,404m）に近づくルートでの国境越えです。「ツール・
ド・アネト」としてアネト山を一周するルート上で最も展望の良いルート、フランス側のルション渓谷
からアネト山に向かって南下、国境「ポルト・デ・ベナスケ（2,444m）」の峠を目指します。峠からは
氷河を抱くアネト山を主峰とした高山が連なるマデレッタ山塊と眼下に広がるベナスケ渓谷の大展望
をたっぷり楽しみながらスペイン側へと下ります。

後半では世界遺産のオルデサ渓谷とガヴァルニー圏谷の国境越えルートに挑戦します。ピレネー第 3
の高峰モンテ・ペルディド（3,355m）を有するオルデサ&モンテペルディド国立公園からスタートし、美
しい渓谷を抜けモンテ・ペルディドに迫るゴリツ小屋でまずは宿泊。翌日はあの有名な「ローランの裂
け目（ブレシュ・ドゥ・ローラン）」と呼ばれる国境の峠を目指します。マルボレ、タイロン、カスケ、ヴィニュ
マールとピレネー山脈を代表する山々をまさに切り割くような峠を越え、フランス側ピレネー国立公園
のガヴァルニー圏谷へとピレネーの山塊直下を縦走。ピレネー山脈南側のオルデサ渓谷の雰囲気とは
全く異なる北側の氷河が生み出した、壮大で美しいカールが特徴的なガヴァルニー圏谷に到着します。
ピックドゥミディ展望台でピレネー全容を見渡しながら、縦走の達成感をかみしめ、ピレネー・グランドサー
クル・トレッキングの旅を締めくくります。

Pyrenees B
ピレネー山脈の名ピークに迫る縦走トレッキング

ピレネーグランドサークルの旅10日間

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 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： TRYPビエラ（ヴィエラ）、
ホスピタル・デ・ベナスケ（ベナスケ渓谷）、ヴィ
ラルッセル（トルラ）、ゴリツ小屋（オルデサ
渓谷）、ヴィニュマール（ガヴァルニー）、イ
ビス、メルキュール、シティーズ（トゥールーズ）
※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。※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Bコース

  8名催行
1 2名限定

成田発 AY10B 中部発 AY10BN　関空発  AY10BNK 日程
¥512,000 ¥517,000 8/22（木）～8/31（土）

「ツール・ド・アネト」のハイライトを歩く

ガヴァルニー国境越え
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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つ星ホテル。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。

アンティークの調度品が並べられたロビーは落ち着
いた雰囲気を醸し出し、心地よい時間が流れます。
屋内プールやスパなどの設備も充実しており、お寛
ぎいただけます。

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 2,800m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、2,750m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・サヴォイア　

Hotel Regina
レジーナ　★★★★

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

サンマルティーノ・ディ・カストロッツァ

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。

フレンチアルプス

チロル／ザルツブルガーランド ピレネー

1875年創業とこのエリアで一番の老舗ホテル。
料理長のディディエさんが季節ごとの地元の食材
を活かしながらサヴォワ料理を現代風にアレンジし
た食事を提供します。

エクラン国立公園のハイキングの拠点に最適の立地
にある3つ星ホテル。モダンさの中にも伝統を感じ
られる居心地の良い雰囲気のなか、のんびりお過
ごしください。

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。

ホーエ・タウエルンの山々に囲まれた小さなカプルー
ン村の中心に建つ 4つ星ホテル。屋内プールなど
の設備や郷土料理も提供されるレストランの食事も
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つ星ホテル、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 de La Vanoise
ドゥ・ラ・ヴァノワーズ　★★★

Hotel Mont Thabor
モン・タボー　★★★

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 Tauernhof
タウエルンホフ　★★★★

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　★★★

プラローニャン・ラ・ヴァノワーズ セール・シュヴァリエ

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運航、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。

日本とスイス間を直行便で毎日運行してい
る唯一の航空会社。成田空港を午前中に
出発し、約 12時間後、チューリッヒには
15時台に到着。その日のうちにグリンデル
ワルト、ツェルマット、サンモリッツなど山
岳リゾートに移動することができます。帰国
時もチューリッヒ空港13時発のため、山岳
リゾートから直接、チューリッヒへ移動して
帰国することも可能です。ビジネスクラス
は 2メートルのフルフラットシート、位置指
定ができるマッサージ機能で快適なフライト
が確保できます。

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。

2019年夏、成田からウィーン直行便が毎日
運航。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

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350,000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 140,000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

航空会社紹介

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2018年12月10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1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、航空諸税、国際観光
旅客税（2019年施行）

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ください。（特にハネムーンでご参加のお客様）
予約確認書類が到着後、7日以内に旅行参加申込書を郵送、申込金おひと
り様 5万円 (旅行代金の一部に充当 )を銀行振込みにてお支払いください。
申込書と申込金の到着をもって旅行契約の成立となります。
※銀行振込手数料はお客様のご負担となります。
※クレジットカード決済でのお支払いも承ります。

2  書類送付 申込金の到着確認後、出発の約 45日前に残金請求書ほか旅行の補足ご案
内などの書類をお送りします。

3  渡航手続き
既にパスポートをお持ちの方も残存期間をご確認ください。（出国時 90日
以上）海外旅行傷害保険をご加入希望の方は、出発の 1ヵ月前までに申込
書を当社にお送りください。

4  残金の支払い 請求書に示された期日までに残金のお支払いをお願い致します。

5  最終確定・書類送付 ご出発の約 2週間前までに最終旅行日程表・集合案内・資料一式をお送りします。

6  ご出発 指定の日時に集合場所にご集合ください。
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。

※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、往復 10,000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、往復 10,000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、往復 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。

乗り継ぎ用
日本国内線
特別料金



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。

●ロイヤルカスタマー限定プレゼント
フェロートラベルの各種ツアー（個人旅行 &ハイキ
ング、スキー、サイクリング）に 3回以上ご利用の
お客様に本革製ブルーのオリジナルネームタグを
プレゼントします。

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。

※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。現地情報などご相談のみをご希望の方には
5,000円（1時間相当）で承ります。

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1,000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い
たします。（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いたします。 ※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いたします。
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

アルプ
スウェイのオーダーメイドプラン



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、オーストリア航空
◆後援：イタリア政府観光局（E.N.Ｉ.T.）、フランス観光開発機構、オーストリア政府観光局、スペイン政府観光局

●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
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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

フレンチアルプス
ハイキングセミナー

東京   1/15（火） 14：00 ー 16：00 フェロートラベル　東京本社 JR渋谷駅（ハチ公口改札）より徒歩約8分

大阪   1/16（水） 14：00 ー 16：00 フェロートラベル　大阪支店 JR大阪駅（桜橋口）より徒歩約5分

名古屋   1/17（木） 14：00 ー 16：00 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

イタリア（ドロミテ・アオスタ）
ハイキングセミナー

東京

12/14（金） 13：00 ー 15：00 国際フォーラム　G602 JR有楽町駅から徒歩1分

12/15（土） 15：00 ー 16：30 フォーラム8　511号室 JR渋谷駅（ハチ公口改札）より徒歩約8分

  1/12（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/  9（土） 13：00 ー 15：00 国際フォーラム　G502 JR有楽町駅から徒歩1分

  3/  9（土） 13：00 ー 15：00 フォーラム8　1106号室 JR渋谷駅（ハチ公口改札）より徒歩約8分

大阪

12/15（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
  1/12（土） 13：00 ー 15：00
  2/16（土） 13：00 ー 15：00
  3/16（土） 13：00 ー 15：00

名古屋

12/15（土） 13：00 ー 15：00

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
  1/19（土） 13：00 ー 15：00
  2/16（土） 13：00 ー 15：00
  3/23（土） 13：00 ー 15：00

京都   1/19（土） 15：00 ー 17：00 スポーツ館ミツハシ　京都ブラウニー店 烏丸線 烏丸御池駅1番出口より徒歩 約5分

奈良   1/20（日） 15：00 ー 17：00 スポーツ館ミツハシ　大和郡山店（イオンホール） イオンモール大和郡山店内2F

札幌
  1/26（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）

※4/20（土）15：00ー16：30に同会場にて海外ハイキングセミナーを開催します
横浜   2/23（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   3/23（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   3/30（土）
13：30 ー 15：30 Mt.石井スポーツ　神戸三宮店　 JR三宮駅（東口）より徒歩約3分　

※15：30ー17：00にオーストリア、フランスのハイキングセミナーを開催します
福岡   3/30（土） 13：00 ー 15：00 天神ビル11階　5号会議室 地下鉄天神駅（直結）徒歩約1分

フランス
（フレンチアルプス&ピレネー）
ハイキングセミナー

東京

12/14（金） 15：00 ー 16：30 国際フォーラム　G602 JR有楽町駅から徒歩1分

  1/12（土） 15：00 ー 16：30 国際フォーラム　G602 JR有楽町駅から徒歩1分

  2/  9（土） 15：00 ー 16：30 国際フォーラム　G502 JR有楽町駅から徒歩1分

  3/  9（土） 15：00 ー 16：30 フォーラム8　1106号室 JR渋谷駅（ハチ公口改札）より徒歩約8分

大阪

12/15（土） 15：00 ー 16：30

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
  1/12（土） 15：00 ー 16：30
  2/16（土） 15：00 ー 16：30
  3/16（土） 15：00 ー 16：30

名古屋

12/15（土） 15：00 ー 16：30

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
  1/19（土） 15：00 ー 16：30
  2/16（土） 15：00 ー 16：30
  3/23（土） 15：00 ー 16：30

札幌   1/26（土） 15：00 ー 16：30 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）

横浜   2/23（土） 15：00 ー 16：30 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   3/23（土） 15：00 ー 16：30 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

福岡   3/30（土） 15：00 ー 16：30 天神ビル11階　5号会議室 地下鉄天神駅（直結）徒歩約1分

オーストリア
ハイキングセミナー

東京

12/14（金） 16：30 ー 17：30 国際フォーラム　G602 JR有楽町駅から徒歩1分

  1/12（土） 16：30 ー 17：30 国際フォーラム　G602 JR有楽町駅から徒歩1分

  2/  9（土） 16：30 ー 17：30 国際フォーラム　G502 JR有楽町駅から徒歩1分

  3/  9（土） 16：30 ー 17：30 フォーラム8　1106号室 JR渋谷駅（ハチ公口改札）より徒歩約8分

大阪

12/15（土） 16：30 ー 17：30

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
  1/12（土） 16：30 ー 17：30
  2/16（土） 16：30 ー 17：30
  3/16（土） 16：30 ー 17：30

名古屋

12/15（土） 16：30 ー 17：30

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
  1/19（土） 16：30 ー 17：30
  2/16（土） 16：30 ー 17：30
  3/23（土） 16：30 ー 17：30

札幌   1/26（土） 16：30 ー 17：30 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）

横浜   2/23（土） 16：30 ー 17：30 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   3/23（土） 16：30 ー 17：30 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

福岡   3/30（土） 16：30 ー 17：30 天神ビル11階　5号会議室 地下鉄天神駅（直結）徒歩約1分
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