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グランモット＆グランカッセラ・メイジュ

グランパラディソ モンテローザ
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Chalet Meierysli Studio Nr.2
Dorfstrasse 50 CH-3818 Grindelwald
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アルプスウェイ現地支店
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オルトレス

DOLOMITI ドロミテ
ZERMATT ツェルマット
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SOUTH TYROL 南チロル
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Chalet Meierysli Studio Nr.2
Dorfstrasse 50 CH-3818 Grindelwald
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モンブラン

サッソルンゴ

ブレンタドロミテ

マルモラーダ

トレチーメ

グロースグロックナー キッツシュタインホルン

マッターホルン
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アルプスウェイ・ドロミテ連絡所
（コルチナダンペッツォ）

3

1

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

ツェルマット支店
（ツェルマット）

1

2

Spissstrasse 18, Postfach 466, 
CH-3920,Zermatt. 
Tel.（027）967 52 57

グリンデルワルト オフィス
（グリンデルワルト）

2

Chalet Meierysli Studio Nr.2
Dorfstrasse 50 CH-3818 Grindelwald
Tel.（033）853 52 83

アルプスウェイ現地支店

Innsbruck

Salzburg
Munich

3

AUSTRIA オーストリア

オルトレス

DOLOMITI ドロミテ
ZERMATT ツェルマット

CHAMONIX シャモニー

SOUTH TYROL 南チロル
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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、
専門店アルプスウェイにお任せください。
私たちアルプスウエイが 44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様々な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、グランパラディソ
の4,000 m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
をご堪能ください。

至高の名峰オルトレス（3,905m）アルタヴァルテリーナ地方とステ
ルヴィオ峠 2,758mを隔てて、かつてはオーストリア領の南チロル地
方へ。壮大なステルヴィオ国立公園に聳え立つトレゼーロ、サンマテオ、
チェヴァダーレ、グランゼブル、モンテゼブルなど氷河を纏った至高の
名峰オルトレスス山群に迫る山旅は新しい発見に満ち溢れています。

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3,000 m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、ヨーロッパ
アルプスで最古に指定されたヴァノワーズ国立公園での手つかずの大
自然とのふれあいです。固有種の高山植物、アルパインエイベックス
など野生動物の天国です。
ヴァノワーズ氷河を頂く名峰グランカス、グランモットの雄姿は圧巻です。
ガリビエ峠を越えると孤高な秀峰メージュが現れモンブランに続く高峰
を誇るオートアルプのエクラン山群へと、ドラマチックに風景が移り変
わります。

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。

昨年は北イタリア、オーストリア、ピレ
ネーなどへ添乗してきました。個人旅
行もグループプランもお気軽にご相談
ください。今年のこだわりハイキング
はピレネーと秋のアルプスへご案内し
ます。

同じヨーロッパアルプスでも、その国
特有の景観、ルート、街、人の温か
さが詰まっています。新しいエリアも
加わり、どこのエリアでも魅力溢れる
旅を体験いただけます。お待ちしてお
りますので、お気軽にご相談ください !

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。

ヨーロッパアルプス、ピレネーハイキ
ングのご案内はもちろん、プライベート
でも新しいエリアへと足を運んでい
ます。日本ではきめ細かにご案内し、
現地では明るく盛り上げます。名古屋
営業所でお待ちしております。

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

●東京本社
●総合旅行業取扱管理者 ●大阪支店●名古屋営業所

●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

園原 遊 原田 涼杉山 なをみ

足立 真子
Morishita Masafumi

Tsukui Kayoko

Kose Nobuhiro

Sawa Kotaro

Kanzaki Yuichi  

Sonohara Yu Ryo HaradaSugiyama Naomi

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）
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いたします。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。

2019年10月1日～2020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 AlpsWay 特徴 AlpsWay 特徴

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

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、または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

1 2 3



Dolomiti, Valle d’Aosta &

South Tyrol

Italy

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。



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ォを中心にベネト県、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、そして魅惑の渓谷をじっくりと巡ります。また、古代ローマの山岳拠点であったヴァレアオスタ

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級の山々を望む絶景ルートをじっ

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。今年は新たに名峰オルトレスが

そびえる南チロルハイキングを企画。ぜひご期待ください。

ドロミテ　ヴァレアオスタ　南チロル ［イタリア］

トレチーメ フォルニ氷河へ進む

モロ峠よりモンテローザを望む

South Tyrol



ファルカデ

ドロミテ街道

シウジ高原

パレディサン
マルティーノ
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ベルベルベデベデデーレー

チャンペンペディディエエ

コントリリコントコン ン小屋ン小屋
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（1,3838282mm））
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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

ハイキングレベルは、P04をご参照ください。

アルプスウェイ・ドロミテ連絡所（コルチナダンペッツォ）

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分のジアウ峠からスタート。
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
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0 8ハイキングレベルは、P04をご参照ください。

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



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
¥438,000 ¥443,000 6/27（土）～7/  6（月）
¥458,000 ¥463,000 7/18（土）～7/27（月）
¥468,000 ¥473,000 8/20（木）～8/29（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 2019年12月現在 ¥24,000～¥30,600）※ 1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（片道
¥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）、マリア、タンブラ、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。

ポルドイ峠の山岳ホテル滞在は当コースならで
は。眺望だけでなく食事も好評な山岳ホテル
です。セラ山上のサッス・ポルドイ展望台や氷
河を抱くマルモラーダを望む絶景ハイキングへ
のアクセス抜群。朝夕は刻々と山の表情が変
わります。夕景のサッソルンゴをたっぷりお楽
しみください。

絶景のポルドイ峠に滞在

西ドロミテの名峰に迫る
ドロミテ・パノラマ・ハイキング10日間

ボエ小屋

ボルツァーノからコルチナへ続くドロミテ街道の西側に焦点をあてました。ド
ロミテ最高峰マルモラーダやドロミテ中心に位置するセラ山はもちろん、西
ドロミテを代表する名峰カティナッツォ山塊やラテマール、サッソルンゴや
ガイスラーの展望にも迫るパノラマ・ハイキングを楽しみながら、ドロミテの
懐に迫ります。ドロミテ・リピーターにもお薦めしたいコースです。

カティナッツォ山麓の小さな村ヴィーゴ・ディ・ファッサは、マルモラーダ西側が顔をのぞかせる立地です。
マルモラーダを新鮮な角度から望む稜線歩きのハイキング、カティナッツォ山群やラテマール山群など西
ドロミテの隠れた名峰を眺めながらのハイキングにご案内します。

マルモラーダを西側・北側から迫る展望ハイキング

ヴィーゴディ・
ファッサ

ポルドイ峠

セラ峠

オルティゼイ

アラッパ
コスタルンゴ峠

フェダイア湖

ベルベデーレ

至ベニス

至インスブルック
ガイスラー

パオソナ小屋

シウジ高原

カティナッツォ

成田発 AI10DB 中部発 AI10DBN　関空発  AI10DBK 日程
¥462,000 ¥467,000 6/20（土）～6/29（月）
¥467,000 ¥472,000 8/30（日）～9/  8（火）

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  にてカナツェイへ移動。
※大きな荷物はそのまま次の目的地のポルドイ峠へ搬送します。

ロープウェイ・ゴンドラを乗り継ぎベルベデーレへ。右手にマルモラーダやフェダイア
湖を眺めながら絶景ロケーションのヴィール・ダル・パン小屋へのハイキング。
展望の良い稜線ルートでセラ山方面も見渡しながら折り返しポルドイ峠まで歩きます。
【歩行：約 3.5時間　歩行標高差：登り約 200m　下り約 300m】

ポルドイ峠泊　

5

午前：ロープウェイでサス・ポルドイ展望台へ。
氷河を抱くマルモラーダを正面に望む絶景ポイントです。セラ山の最高地点ピッツ・
ボエ（3,152m）が間近に迫るボエ小屋への往復ハイキングを楽しみます。
【歩行：約 3.5時間　歩行標高差：登り約 100m　下り約 100m】

ポルドイ峠泊　

6

朝：専用車  にてセラ峠へ移動。
※大きな荷物はそのまま次の目的地オルティゼイへ搬送します。

セラ峠から立ち乗りゴンドラで往復しサッソルンゴ展望台観光へ。下山後サッソルン
ゴ山麓を回り込んでコミチ小屋を経由しシウージ高原へのハイキング。
モンテ・セウラからゴンドラで下山。
【歩行：約 3時間　歩行標高差：登り約 100m　下り約 100m】

オルティゼイ泊　

7

午前：ゴンドラ・ロープウェイでセチェーダ展望台へ。
ガイスラー南壁直下をフィレンツェ小屋を経由してサッソルンゴを見渡しながらコル・
ライザー方面へのハイキング。
【歩行：約 3.5時間　歩行標高差：登り約 100m　下り約 500m】

オルティゼイ泊　

8

午前：ケーブルでレスキエーザ展望台へ。
ガイスラー山塊の西側を回り込んで北側のフネス谷へ下るハイキングで旅を締めく
くります。
【歩行：約 4.0時間　歩行標高差：登り約 100m　下り約 500m】

オルティゼイ泊　

9
早朝：オルティゼイ発、専用車  にてベニス空港へ。
午前：ベニス空港発  成田・中部・関空の各空港へ（途中降機あり）

機中泊　

10
朝・午前：成田・羽田・中部・関空着

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 2019年12月現在 ¥24,000～¥30,600）※ 1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（片道 ¥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。

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）、ドロ
ミテマドンナ、マリア、ヘル（オルティゼイ）
※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

オルティゼイ泊を加えることで、サッソルンゴ山麓をシウージ高原へと歩くコースや、サッソルンゴ
を見渡しながらガイスラーの南側を歩くハイキング、ガイスラー北側のフネス谷への縦走コースも
組み込み、西ドロミテの魅力を余すことなくご案内します。

憧れのシウジ高原やガイスラー直下を歩く

マルモラーダ展望ハイキング



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
¥483,000 ¥488,000 7/7（火）～7/16（木）

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 800 m】
●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 2019年 12月現在 ¥24,000～¥30,600）※ 1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
（片道 ¥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。

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）、ドロミテ、
マドンナ、マリア、ヘル（オルティゼイ）、マリア、タンブラ、
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

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



1 2ハイキングレベルは、P04をご参照ください。

北イタリアに位置しアドリア海を隔てて東はスロベニア、北部はオーストリア
に国境を接するフリウリ・ヴェネチア・ジュリア州は、ドロミテ山塊の最北東
部、カルニック山脈、ジュリアンアルプスを含む独特な地形と景観が特徴で
す。モンテ・ゾンコラン周辺やアドリア海からスロヴェニアに迫る山岳トレイル
まで魅惑のトレッキングへとご案内します。世界遺産アクイレイア大聖堂、チヴィ
ダーレ修道院など観光スポットからトカイワインやサンダニエーレ産生ハム、カ
ルツォーネなどのグルメまで旅情を掻き立てます。中盤はオーストリアに１度入っ
てリエンツアードロミテ、インターエッツチロルの氷河トレイルと東チロルの絶
景ドロミテからブレンタドロミテへ歩きます。
ツアー後半は、牧歌的なプステリア渓谷から北ドロミテの名峰プローゼ、プラ
ンデコローネスの眺望を楽しみながら南チロルの古都ブレッサノーネ経由でマド
ンナ・ディ・カンピリオに滞在します。ブレンタドロミテ、アダメッロ氷河そしてペ
イヨ渓谷まで訪ね存分に歩きます。大迫力のチーマ・トーサ、チーマ・ブレンタの
2大ブレンタドロミテピークに迫るパノラマトレイルから草原、山上湖、大氷河
とダイナミックなもう1つのドロミテ山群に迫ります。

この企画はドロミテ山群の熱烈なファンの方、ドロミテハイキングはすでに体験
されたという方に是非ともお薦めしたい企画内容です。
旅行企画・添乗ガイド　水澤 史

※氷河歩きもあるのでストック、アイゼンが必要となります。
※ブレンタドロミテでは、一部ヴィアフェラータの区間もあります。
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ドロミテ山群が北東部にオーストリア国境を隔てて、北は
東チロル準州、ザルツブルグ州のホーエタウエルン国立
公園の山々へ交差するリエンツに滞在して、リエンツｱー・
ドロミテをはじめ名峰グロースグロックナー（3,798m）、
グロースヴェネディガー（3,666m）の景観を歩きます。

ブレンタドロミテは、最西部に位
置するもう１つのドロミテエリアで
す。ロンバルディア州と南チロル地
方に隣接し独特な景観が大きな魅力
です。2大石塔の象徴的なチーマ・
ブレンダ（3,150m）、チーマ・トーサ
（3,173m）そして大規模なアダメッロ
氷河、プレザネーラ氷河、点在する山
上湖とマドンナの草原、ドロミテ山塊に
迫るヴィアフェラータのメッカです。

東チロルのリエンツアー・ドロミテと
グロースヴェネディガー（オーストリア）

独特なブレンタドロミテ

募集人数：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： アリタリア -イタリア航空、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： アストリア、ベストウエスタンコンチ
ネンタル（ウーディネ）、シュロスベルグホフ、ゴルドナー
フィッシュ（リエンツ）、クロンネ、ミランデルホフ（ブ
レサノーネ）、ホテルサヴォイア、ミラモンティ（マドン
ナディ・カンピリオ
※係員：トリエステ空港またはベニス空港到着時か
らミラノ空港またはミュンヘン空港出発時まで弊社
の水澤史が添乗ガイドいたします。

日程 内容・食事・宿泊地

1
午前：成田・羽田・中部・関空  トリエステまたはベニスへ（途中降機地あり）
夕刻：トリエスまたはベニステ着。アルプスウエイスタッフが空港でお出迎えし専用車 

 にてウーディネホテルへご案内します。※到着日は軽夕食です。

ウーディネ泊　

2
午前：モンフォルコーニレンジ周辺のフリウリアン・ドロミテの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】
ハイキング終了後はフリウリジュリア・ベネチアの世界遺産を散策します。

ウーディネ泊　

3

午前：カルニック山脈の名峰ゾンコラン山へのハイキングへご案内します。カルニック
山脈とフリウリアン・ドロミテの景観をお楽しみください。
【歩行約 3時間　歩行標高差：登り約 250m　下り約 350m】
ハイキング終了後は、オーストリア国境を隔てて専用車  にて東チロルのリエンツ
へ移動します。到着後、係員がホテルへチェックインのご案内をします。

リエンツ泊　

4

午前：専用車  にてドロミテ小屋へ。美しい山上湖ラゼルゼー湖畔のカルスバル
ダーヒュッテまでの周回ハイキングへとご案内します。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。
【歩行時間約 5時間　歩行標高差：登り約 650m　下り約 650m】

リエンツ泊　

5

午前：専用車  にてマトレールホーエタウエルンハウスへ。ホーエタウエルン国
立公園の山々と名峰グロ－スヴェネディガー（3,666m）、ザルツボーデン湖を眺める
氷河トレイルへご案内します。
【歩行時間約 5時間　歩行標高差：登り約 450m　下り約 450m】　　
ハイキング終了後はプステリア渓谷を南チロルの古都ブレサノーネまで移動します。
到着後、係員がホテルへご案内します。

ブリクセン泊　

6

午前：プローゼ周辺での絶景パノラマトレイルへご案内します。ドロミテを北側から
モンテプティア、ガイスラー山群、南チロル、オーストリアンアルプスも一望できる
イサルコ渓谷からの景観をお楽しみください。
【歩行時間約 5時間 30分　歩行標高差：登り約 500m　下り約 450m】
ハイキング終了後は専用車  にてマドンナディ・カンピリオへ移動します。
係員がホテルへご案内します。

マドンナディ・カンピリオ泊　

7

午前：マドンナディ・カンピリオ周辺の 5大山上湖ハイキングへご案内します。
チンクエ・ラーギからスタートしてマドンナ・ディ・カンピリオまでのループトレイルです。
【歩行時間約 6時間 30分　歩行標高差：登り約 400m　下り約 650m】
ハイキング終了後はマドンナディ・カンピリオの街散策をお楽しみください。

マドンナディ・カンピリオ泊　

8
午前：チーマ・グロステ（3,898m）、チーマ・ブレンタ（3,154m）に迫るグロステ
パストレイルにご案内します。ブレンタ・ドロミテで最もダイナミックなトレイルです。
【歩行時間約 6時間 30分　歩行標高差：登り約 300m　下り約 1,100m】

マドンナディ・カンピリオ泊　

9
朝：ソルダ発専用車  にてミラノまたはミュンヘンへ
午前：ミラノ空港またはミュンヘン空港発  （途中降機地あり）成田・羽田・中部・関空へ

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 2019年 12月現在 ¥24,000～¥30,600）※ 1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（片
道 ¥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
¥448,000 ¥453,000 7/17（金）～7/26（日）

アルプ・アドリアトレイルからブレンタブロミテまでイタリア、スロベニア、
オーストリアの3国境に迫る絶景ロングトレイルの旅10日間
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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 31 3 ハイキングレベルは、P04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

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。

アオスタ渓谷
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1 4ハイキングレベルは、P04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ー山群を見渡す
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
への登りロープウェイでプレタインドレンへ。

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
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グレッソネー
ヴェニ谷

プラトーローザ
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シュクルイ
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シ
ュ
谷

チェルビニア

クールマイユール

エレナ小屋

フェレ谷

SWITZERLAND

バルノンティ

ベタフォルカの
コル

プンタインドレン

ガビエット

モンテチェルビーノ

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 2019年 12月現在 ¥20,400～¥30,600）※ 1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（片
道 ¥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

プンタインドレン

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いたし
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  にてクールマイユールへ。着後ゴンドラを乗り継ぎエルブロンネル
展望台からフランス側のエギュドミディまでを往復します。モンブランを望み氷河上を
渡る絶景のゴンドラをお楽しみください。
※ゴンドラの運行状況等の理由でアオスタ市内観光等に変更となる場合があります。

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：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

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
¥448,000 ¥453,000 7/  2（木）～7/11（土）
¥445,000 ¥450,000 7/28（火）～8/  6（木）

スカイウェイ・モンテビアンコ

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
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モンテビアンコ山群
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プンタインドレン

ガビエット

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 2,800mに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
¥432,000 ¥437,000 7/13（月）～7/22（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 2019年 12月現在 ¥20,400～¥30,600）※ 1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。※山小屋は相部屋利用となります。※日本
各地からの国内線が特別料金（片道 ¥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。

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

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
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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  にてチューリッヒまたはミラノ空港へ。
午前：チューリッヒまたはミラノ空港発  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 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 2019年 12月現在 ¥20,400～¥30,600）※ 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。※山小屋は相部屋利用となります。
※日本各地からの国内線が特別料金（片道 ¥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120ユーロ）。※含まれていないお食事（昼）は同行
スタッフが実費（目安合計：約 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
¥497,000 ¥502,000 8/18（火）～8/27（木）

ハイキングレベルは、P04をご参照ください。

モロ峠よりモンテローザ
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モンテローザ山群

モンテチェルビーノ

フェラーロ小屋 エーデルワイス
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お客様の声
Customer's Voice

充実の山旅!
しかも減量にも成功!

長年の願いが叶った
フレンチアルプス

期待以上 !
ドロミテハイキングの旅

沢山の高原植物に出会えた
オーストリアハイキング

絶景と上質のワインが
お出迎え

ピレネーハイキングと
バスク地方

チェルヴィニアに着いた翌朝、窓から目に飛び込
んできた新雪のマッターホルン、マクニャーガか
ら見上げた、高度差 3,300mにも達するモンテ
ローザ東面の岩と氷の壁、プラトー・ローザ展
望台から遠望したアルプス最高峰モンブラン…
アルプス屈指の峰々の雄姿を堪能できました。
さらに、ヨーロッパ・アルプス６回目で初めて、
野生のエーデルワイスに巡り会えました！
半日だけ雨に遭ったものの、天気にも恵まれて
充実の山旅でした。さらに…約１週間、高尾山
程度の山歩きを毎日続けたおかげで、帰国して
みると何と１kg減量！
イタリアの美味しいご馳走とワインを味わったの
に…。エクラン山群などを訪ねるフレンチ・アル
プス・ツアーが今から楽しみです。

先原様
（東京都）

　この旅行は実に 45年間に渡り、心に溜めてい
たものが実現した貴重な経験である。その理由は
45年前に読んだ 2冊の本に始まる。1冊目は「若
きアルピニストの魂」という若き22歳のジャン・コ
ストがラ・メイジュで墜死するまでの山日記である。
もう1冊はウィンパーの名著「アルプス登攀記」
である。マッターホルン初登頂はあまりにも有名だ
が登攀不可能だったエギュイエ・ダルヴや初登攀
と思ったが実は第二登だったモン・ペルヴー、そ
して初登攀のゼクラン。これらの山 を々訪れ見たく
長年心に溜めていたものが、山岳雑誌「山と渓谷」
にフレンチアルプスのコースが㈱フェロートラベルか
ら紹介されており天からの終活の贈り物だと思わ
ざるを得ない程、心を動かされ直ぐ㈱フェロートラ
ベルへ電話。そして、とうとう45年間の思いを叶
えることができました。

川様（愛知県）

今まで見たことのない、不思議な形の岩山の連なる景
色に憧れ、ドロミテ展望ハイキングの旅に参加しました。
旅の初日は、トレチーメへ。歩く度に変化していく山の
姿や岩肌の色を眺めながら、思い描いていたドロミテ
をじっくりと味わうことができました。フェダイア湖から
立ち乗りゴンドラで上がったフィアッコーニでの自由時
間では、青空の濃さを感じながら、マルモラーダ氷河
を間近に見て歩きました。ハイキングの最終日には、
山の間からふと現れたコルダイ湖の美しい湖面を眺め
ながら、楽しく一周しました。今回の旅では、出発前
にイメージしていた通りの、大きな力強い山 を々味わう
ことができました。と同時に、色鮮やかに咲く花々や
山の姿を映し出す静かな湖など、ドロミテの優しい景
色に気付くこともできました。出掛ける前より、ドロミテ
がもっと好きになった楽しい１０日間でした。

中村様（愛知県）

初めてのオーストリアハイキングです。
ヨーロッパのハイキングはスイス、ドロミテを歩いて来ま
したが、新しい発見・体験を求めての参加です。
時期は 6月下旬、期待に違わず残雪を纏った山 を々
背にアルペンローゼをはじめ斜面を埋め尽くすチョウノ
スケソウなどの白い花々が咲き誇り、アレキサンダート
レイルでは、小さい雪渓を幾つか渡りトレイルに入ると
細い尾根道で今までに体験したことのない高度感と
眺望に恵まれました。シュミッテンヘーエの高原は色
とりどりの花の絨毯、寝転ぶとそのまま青空に吸い込
まれそうな心地でした。最後のフランツヨーゼフでは、
パステルツェ氷河の背後のグロースグロックナーを始め、
ヨハネスベルグなどが凛 し々い姿を見せてくれました。
今回のツアーはリーダー・同行メンバーと天候に恵まれ、
それに加え移動手段に便利なフリーパス、ハイキング
後のホテルのティータイムでのコーヒー・ケーキのサー
ビスなどの楽しみがいっぱい、食事も素晴らしかった
9日間の旅でした。

小野関様ご夫妻（神奈川県）

山麓の小さな町ソルダのロープウェイ駅から続くトラ
バース。氷河の横断、咲き乱れる花 と々の出会い。
撮影の手が休まる時がない。突然、小さな尾根の
向こう側に消えたメンバーから歓声が上がった。
急いで追いつくと、そこには南チロルの主峰オルトレスが
グランゼブレと共にどっしりと聳立しているではないか。
紺碧の空には夏雲が浮かぶ。絶壁に貼りつく大氷河、
頬を撫でる涼風。小屋前の池には逆さオルトレスが
映っている。小屋の昼食に舌鼓を打ちながら、何度
もシャッターを押した。
目を見張る絶景、手つかずの自然、静かな山間の
村々、清潔な山小屋、地元ならではの美味しい食
事&ワイン。南チロルの山旅は、スイス、ドロミテ、
ピレネーとはまた違った深い味わいを醸し出す上質
のワインのようである。

宮木様ご夫妻（埼玉県）

8名グループでピレネーハイキングへ。フランス側のコ
トレでのハイキングはピレネー固有種の花々のなかを
歩き山上湖のゴーブ湖へ。この湖のほとりでのランチ
は鱒のソテーがおすすめ。次に向かったガヴァルニー
では圧巻のスケールの圏谷に目を奪われました ! 滝
壺近くまで迫りその後はエスプグエット小屋まで頑張っ
て登って1泊。翌朝荷物を置いて小屋の上のコルま
での朝の散歩も気持ちよかったです。スペイン側のト
ルラ、オタルヴァレーのハイキングでは景色の変化と、
川辺のピクニックランチを楽しみました。最後に立ち
寄って1泊したバスク地方のビルバオはさすが食文化
の街！事前に調べた4つのバールをはしご。どこのバー
ルでも老若男女の笑顔と楽しそうなお喋りであふれ、
私たちも負けずに最高のピンチョスとワイン、おしゃべ
りを楽しんできました！

神戸様グループ（東京都）

Valle d’Aosta

French Alps

Dolomiti

Austria

South Tyrol

Pyrenees
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イタリア北部・南チロル屈指の名峰、
オルトレス（3,905m）、
モンテ・チェヴェダーレ（3,769m）、
グランゼブル（3,851m）に
出会うエリア

オルトレス山郡 &南チロル

オルトレス
（3,905m）

モンテ・ゼブル
（3,735m）

マッテオ
（3,678m）

ピッツォトレゼロ
（3559m）

チーマ・ゾルダ
（3,376m）

アダメッロ

ITALYSWITZERLAND

至ミュンヘン

至ミラノ

至サンモリッツ

至リビーニョ

至サンモリッツ

至メラーノ
ボルツァーノ

至マドンナ・ディ・カンピリオ

グラン・ゼブル
（3,851m）

モンテ・チェヴェダーレ
（3,769m）

ボネッタ小屋

ベルニ小屋

コストン
小屋
チッタ・ディ・ミラノ小屋

カサッティ小屋

ゾルダ

サンタ・カタリーナ

ガヴィア峠

ゼブル峠
チェデック湖

ゼブル渓谷

フォルニ渓谷

チェデック渓谷

フルヴァ渓谷

ソルダ渓谷

ボルミオ
3000

ティラノ

トラフォイ

ゴマゴイ

カンツェルウンブライユ峠

サンタマリア

ミュスタイア谷

デュッセルドルフ小屋

ミュスタイア

マルス

レシア湖

ステルヴィオ峠

ランゲシュタイン小屋

ペイヤー
小屋

ピッツイーニ
小屋

フォルニ氷河5

4

1

3

2

7

9
8

フォルニ
小屋

ビアンカ
小屋

ボルミオ

ベルタレッリ小屋

フルケル
小屋

6
タバレッタ
小屋

オルトレオルトレススオルトレス
（3,,905m）

モンテモモンテ・ゼブゼブルゼゼブル
（3,735m）

マッテオマッテオ
（3,678m）

オテオテオテオ

ピッツォピッツォトレゼロトレゼロ
（（3559mm））
ピ ツピ ツピピ ツ ゼトレゼトレゼトレゼ

チーマチ マ・・ゾルダゾ
（3,3737376m）

ITATZERLRLAANDAAN

至リビビーニョョニ
グランング ・ゼブブルゼブブ
（33,8511mm）

モンテテモンテ・チェヴェダダーレレチ ヴ ダダ レ
（3,769mm））

ボネッタッタ小屋小屋

ベルニ小ニ小屋屋

コスストントン
小屋屋
チッッタ・ディ・ミラノ小小小屋ラノ小小小屋

カサッテティ小屋屋

ゾルルルダゾ

サンタサ ・カタリーナカタ

ガヴィアガヴィア峠峠

ゼブゼブル峠峠
チェデックク湖

ゼブルル渓谷

フォルニ渓谷

チェデック渓谷

フルルヴァ渓谷谷

ソルダ渓ダ渓谷

ボルミミオ
30000

トラフトラフォイラフラフ

ゴマゴイゴ

カンツェルルウウンブライユイユ峠ウ イユユイユ峠

リア

デュデュッセセルドルフル 小屋小屋

ステルヴルヴィオ峠

ランゲンゲシュタインイン小屋ゲシ

ペイヤーペイヤ
小屋

ピッツッツイーニツッツ
小屋小

55

4

11

33

2

77

9
888

フォルニフォルニォル
小屋屋

ビアンビアンカ
小屋小屋

ボルミミオ

ベルルタレッリ小屋小

フルケル
小屋

66
タバレッタッタ
小屋小小

イタリアのロンバルディア州と
トレンティーノ・アルト・アディジェ州（南チロル地方）に
またがる山域はステルヴィオ国立公園に指定され、
主峰オルトレス（3,905m）を始めとし
14の 3,000m峰が集うエリアです。
かつてはオーストリア領であった南チロルは、
戦後イタリアに帰属されましたが、
同じイタリアながらオルトレス山麓は
ドイツ語圏の文化や歴史が色濃く残ります。
氷河を抱く高峰が造り出す景観を各方面へと
延びる渓谷からアプローチしながら、
他のヨーロッパアルプスとは一味違った氷河、
稜線、草原、湖水、このエリアならではの
風景をたっぷりとお楽しみください。
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リフトでカンツェルへ向かいハイキングスタート。グランゼブル、
モンテゼブル、オルトレスを見渡す絶景ポイント、デュッセル
ドルフ小屋へ向かいます。角度を変えたポジションから名峰に
望みながらのランチタイムや小屋周辺の散策を楽しんだ後は同
じ道を下山。

リフトでランゲンシュタイン小屋へ向かいコストン小屋方面と逆
ルートへ歩き始めます。ペイヤー小屋、オルトレス小屋を経由
し北側からオルトレス山頂を目指す登頂ルート上で、玄関口と
なる立地のタバレッタ小屋。オルトレスにぐんぐん近づきながら
オルトレス北壁に迫る往復ハイキング。

ボルミオからフルヴァ渓谷をジープタクシーで移動しフォルニ
谷入口へ。フォルニ小屋からハイキングスタート。マッテオを
始めとした 3,000m級のオルトレス・チェヴェダーレ山塊の中
心部にあるブランカ小屋からは、広大なフォルニ氷河が目の前
に迫る絶景ロケーション。氷河から流れ出る川沿いの道の両
側ルートを利用した周遊ハイキングです。体力に自信がある方
はモレーン帯を進みさらに氷河に近づくポイントへもどうぞ。

チェデック谷のピッツィーニ小屋から約 1時間でゼブル峠へ。
背後にはモンテ・チェヴェダーレ、目線を変えるとフォル二氷
河へと続く谷の風景が広がります。グランゼブルと後方にオル
トレスが顔を覗かせるゼブル峠で谷の展望を楽しんだ後はドロ
ミテのような岩山と牧草エリアがと続くゼブル渓谷へ下ります。
変化に富んだ風景が印象的なコースです。

夏のみ通行可能なステルヴィオ峠（2,757m）は有数のサイク
リスト憧れの聖地。真正面に氷河を抱くオルトレスを望むオル
トレスが主役のエリアです。ガリバルディ小屋まで少し登った
後は快適なトラバースルートが続きます。オルトレスの山容が
どんどん変化する様子を楽しみながらトラフォイ村へと下山す
るリフト乗り場まで下ります。

ボルミオで最も高い場所にあるボルミオ 3000展望台。ボル
ミオの町を見下ろしつつ、周囲に延びる谷の様子やルトレス
山塊、そしてスイスが誇るベルニナ山群までも見渡せる好立
地です。たっぷりと展望を満喫した後は背後の山上湖を経由
して中間駅のボルミオ 2000へ周遊する下りのハイキングへ。

ボルミオ近郊のガヴィア峠（2,652m）へは夏のみアクセス可
能なサイクリスト憧れの峠の一つ。北側にオルトレス山塊、南側
にはアダメッロ山塊を望むベストロケーションです。たっぷり
展望を楽しんだ後は、峠に佇むボネッタ小屋からベルニ小屋ま
での街道沿いのコースをマッテオとドセグ氷河を眺めながらの
んびり歩いて下ります。

フルヴァ渓谷の奥、チェデック谷の拠点ピッツィーニ小屋へ移動、
すぐ先のチェデック湖から歩き始めます。モンテ・チェベダー
レや氷河を眺めながら登り詰め（時期によっては雪渓あり）、
チェヴェダーレとグランゼブルの展望抜群のカサッティ小屋を
目指します。到着後は片道約 30分で登頂可能なチーマ・ソ
ルダ往復へ。グランゼブルが間近に迫る絶景は見逃せません !

ランゲンシュタイン小屋からスタート。オルトレスを背にしてトラ
バースしコストン小屋へ向かいます。回り込んだ瞬間に目の前
にグランゼブル、モンテゼブル、オルトレスがずらり！そしてコス
トン小屋と山上湖が眼下に。絶景ロケーションでのランチ後は、
一般コースは展望を楽しみながらロープウェイ中間駅へと下りま
す。健脚派はグランゼブル直下、氷河を眺めながら氷河末端と
モレーン帯をトラバースしミラノ小屋へ充実ハイキングをお楽し
みください。カールのような山容に変化するオルトレスもお見逃
しなく。

名峰を見渡すポイント、
デュッセルドルフ小屋への往復ハイキング

オルトレス北壁に近づく
タバレッタ小屋への往復ハイキング

フォルニ小屋からブランカ小屋への
周遊ハイキング

ピッツィーニ小屋から
ゼブル峠を越えてゼブル渓谷へ

ステルヴィオ峠からオルトレスの
絶景パノラマトラバース

ボルミオ 3000から山上湖を経由する
周遊ハイキング

ガヴィア峠のボネッタ小屋から
ベルニ小屋へ下るハイキング

グランゼブルが目の前に !
絶景のカサッティ小屋へのハイキング

オルトレスの名峰がずらりと集う
コストン小屋と氷河トラバース

9 レベル 2
歩行：約4.5時間　登り約380m　下り約380m8 レベル 2

歩行：約4時間　登り約220m　下り約220m

1 レベル 2
歩行：約3.5時間　登り約300m　下り約300m 3 レベル 2

歩行：約5時間　登り約300m　下り約800m

6 レベル 2
歩行：約4時間　登り約100m　下り約700m4 レベル 2

歩行：約4.5時間　登り約100m　下り約1000m 5 レベル 1
歩行：約1時間　登り約0m　下り約100m

2 レベル 3・4
歩行：約3時間　登り約500m　下り約500m

7 レベル 2・3
約4~5時間　登り約270m　下り約500mまたは約100m
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ステルヴィオ峠とオルトレス

ゼブル峠への道

※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 2019年 12月現在 ¥21,800～¥30,600）※ 1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

（片道 ¥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。

オルトレス

コストン小屋から望むグランゼブル

名前を耳にした時からいつか見てみたいと憧れが募るオルトレス、訪れて初
めてその名前を知ったグラン・ゼブル。イタリアを代表するオルトレス山塊
にありながら、日本ではまだ知られざる南チロルの隠れた名峰です。
主峰オルトレスを始めとするステルヴィオ国立公園の名峰、迫力ある氷河と
渓谷、牧草地を彩る花々が織り成すイチオシの絶景を、適度なアップダウン
で満喫できるルートをチョイスしました。
ゼブル渓谷から奥のフォルニ谷からは北側にフォルニ氷河を抱くプンタ・サン・
マッテオ、南側にドセグ氷河を抱く山容はサイクリスト憧れのガヴィア峠から
も望みます。グランゼブルには南側のゼブル峠から、北側のソルダ渓谷から
も間近に迫り、そして主役のオルトレスにはステルヴィオ峠側とソルダ側か
らたっぷりとその雄姿に出会います。ロンバルディア州が誇る人気のガヴィ
ア峠にも訪れ、様々な角度からこのエリアならではの山岳展望を思う存分楽
しむ 10日間の旅へご案内します。

日中は多くの車やバイク、ロードバイクが行き交い、ハイカー、サイクリスト、スキーヤーでにぎわう
ステルヴィオ峠。正面にオルトレスの雄姿を望む絶景ロケーションを誇ります。慌ただしく移動してし
まうのはもったいないとの思いと、せっかくならゆったりと1泊してみたい気持ちから、宿泊を加えま
した。日中のにぎやかさとは対照的に静かな夕暮れ時や早朝を迎える瞬間は、じっくりとオルトレスと
向き合える贅沢な時間です。峠周辺の散策タイムで遮るもののないオルトレス山容をたっぷりとお楽
しみください。

朝夕の静けさと展望に期待! ステルヴィオ峠での宿泊

日程 内容・食事・宿泊地

1

午前：成田・中部・関空発  ミラノへ（途中降機地あり）
夕刻：ミラノ着。アルプスウェイスタッフが空港でお出迎えし、専用車  にてボルミ
オへ移動します。スタッフは最終日のミュンヘン空港まで全行程同行添乗ガイドします。
※夕食は軽夕食となります。

ボルミオ泊　

2

フルヴァ渓谷からさらに奥のフォルニ渓谷へ。フォルニ小屋からハイキングスタート。
名峰マッテオが北側に抱くフォルニ氷河が目の前に広がるブランカ小屋への周遊コー
スで足慣らし。
【歩行：約 3.5時間　登り約 300m　下り約 300m】

ボルミオ泊　

3

サイクリスト憧れの峠、ガヴィア峠へ専用車で向かいます。南側にはアダメッロ山塊
やカモニカ渓谷、北側にはオルトレス山塊を望むポジションです。まずは峠からの展
望を満喫。マッテオやトレセロ、氷河を南側から望む風景の中、ボネッタ小屋から
ベルニ小屋へののんびりハイキングへ。
【歩行：約 2時間　登り約 50m　下り約 100m】

ボルミオ泊　

4

車でアクセス可能なフォルニ渓谷最奥の山小屋、ピッツィーニ小屋へ向かいハイキン
グスタート。グランゼブル、モンテ・チェベダーレを眺めながら、背後に広がるフォル
ニ氷河の展望も楽しみつつゼブル峠を目指します。峠ではグランゼブルが主役。絶景
を満喫した後はゼブル渓谷へと下ります。
【歩行：約 5時間　登り約 300m　下り約 800m】

ボルミオ泊　

5

ゴンドラとロープウェイでボルミオ 3000展望台へ。ボルミオ周辺に延びる谷や周囲
の山々を見渡した後、サイクリスト憧れのステルヴィオ峠へ移動します。主峰オルトレ
スが主役となる峠からロープウェイを利用してさらにオルトレスに近づきます。にぎや
かな日中とは対照的に静けさを取り戻す夕方の峠周辺でのひと時をお楽しみください。
【歩行：約 1時間　登り約 50m　下り約 100m】

ステルヴィオ峠泊　

6

ステルヴィオ峠から歩き始め、オルトレス展望抜群のトラバースルートをたどりフルケル
小屋へ向かいます。歩を進めるにつれて山容がどんどん変わるオルトレスの眺めをたっ
ぷりと楽しみましょう。リフトでトラフォイ村へ下山後は専用車でソルダに移動します。
【歩行：約 3時間　登り約 100m　下り約 650m】

ソルダ泊　

7

リフトでランゲンシュタイン小屋へ向かいハイキングスタート。オルトレス登頂ルート
上に位置し、オルトレス北壁に迫るタバレッタ小屋への往復ハイキング。
【歩行：約 4時間　登り約 220m　下り約 220m】
または
リフトでカンツェルへ向かいハイキングスタート。グランゼブル、モンテゼブル、オル
トレスを見渡すデュッセルドルフ小屋への往復ハイキング。
【歩行：約 4.5時間　登り約 380m　下り約 380m】

ソルダ泊　

8

ランゲンシュタイン小屋からまずはコストン小屋へのハイキング。目の前にオルトレス、
モンテゼブル、グランゼブルが迫る絶好のロケーションでのランチタイムの後は、ミ
ラノ小屋へのロープウェイ中間駅へと下るハイキングへ。
【歩行：約 4時間　登り約 270m　下り約 500m】

ソルダ泊　

9
早朝・朝：専用車  にてミュンヘン空港へ。
午前・午後：ミュンヘン空港発  成田・中部・関空へ（ルフトハンザ ドイツ航空以外
は途中降機あり。）　　　

機中泊　

10
朝・午前：成田・中部・関空着

South Tyrol A

最少催行人員：8名　募集人員：12名限定
食事： 朝 8回、昼 0回、夕 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
利用予定ホテル：パレス、バイタ・クレメンティ（ボルミオ）、ゲンチアナ、ぺルゴ、クリスタッロ、
ステルヴィオ（ステルヴィオ峠）、ユリアス・ペイヤー、アストリア、アルピナ（ソルダ）
※現地到着時のミラノ空港から、最終日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。※ステルヴィオ峠のホテルでは、トイレ・
シャワー共同となる場合があります。

南チロル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
¥475,000 ¥480,000 6/27（土）～7/  6（月）
¥467,000 ¥472,000 9/  4（金）～9/13（日）

名峰オルトレス、グラン・ゼブルに迫る山小屋巡りと
ステルヴィオ峠での滞在　南チロル展望ハイキング10日間 



2 2ハイキングレベルは、P04をご参照ください。

グランゼブルとモンテゼブルが北側に抱く氷河

チーマソルダ手前から望むグランゼブル カサッティ小屋

成田発 AI10AB 中部発 AI10ABN　関空発  AI10ABK 日程
¥485,000 ¥490,000 7/  4（土）～7/13（月）
¥472,000 ¥477,000 7/24（金）～8/  2（日）

イタリアのロンバルディア州、トレンティーノ・アルトアディジェ州そして周辺の
オーストリア、スイス国境に近く聳える4,000m級のオルトレス山塊と南チロ
ルの山岳風景が広がります。かつてはオーストリア領であった南チロル地方は、
戦後イタリアに帰属されましたが、オルトレス山塊の南側ではドイツ語圏の
文化、歴史が色濃く残っています。オルトレス（3,905m）を筆頭にグランゼ
ブル（3,859m）、モンテ・チェヴェダーレ（3,769m）など氷河を頂く高山の、
この地域でしか出会えない風景に迫ります。ロンバルディア州のボルミオ方面
からは、カサッテイ小屋（3,269m）に滞在し南、西側からのオルトレス山系
の絶景を存分に南チロル地方まで 360度の絶景を満喫します。
後半はヴァル・ディ・ソルダから最も美しい西、北斜面からのオルトレス山系の
大パノラマを存分に堪能します。また、冬には雪で閉ざされてしまうイタリア
からスイス、オーストリアへと結ぶウンブライル峠（2,503m）、ステルヴィオ峠
（2,757m）など風向明媚な峠からの絶景トレッキングルートを歩けるのも感
動ものです。そして南側のソルダ渓谷からマルテッロ渓谷経由でヴェノスタ渓
谷までの縦走トレッキングへ。オーストリア国境に聳えるヴァレ・シュナーレスの
氷河をはじめチロルのピークを眺めながらツアーを締めくくることができます。
他のヨーロッパアルプスのそれとは一味違った氷河、稜線、草原、湖水そして
地元の暮らしぶりに迫る風景をじっくりとご体験いただけます。

日程 内容・食事・宿泊地

1
午前：羽田または成田・中部・関空  ミラノへ（途中降機地あり）
夕刻：ミラノ空港着　係員がお出迎えし専用車  にてボルミオへご案内します。
夜：ボルミオ着　係員がホテルへご案内いたします。　

ボルミオ泊　

2

ボルミオ滞在　アルタヴァルテリーナ周辺の展望トレッキングへご案内します。
専用車  でヴァル・フォルニへ。フォルニ氷河に迫る絶景の周回コースのハイグレ
イシャートレイルへご案内します。
【歩行：約 5時間、歩行標高差：登り約 480m　下り 約 480m】

ボルミオ泊　

3

専用車  でヴァル・ファルヴァ経由ヴァル・ディ・チェデックへ。ジープを利用してチェ
デック湖まで移動します。モンテ・チェヴェダーレ（3,769m）、チーマ・ソルダ（3,376m）
を眺めながらカサッティ小屋（3,269m）を経由してチーマ・ソルダの山頂に登頂し
ます。北側はソルダ方面の大氷河に覆われた景観が広がります。天候に恵まれれば
夕景、星空、朝焼けを楽しむことができます。
※１泊分の荷物だけザックに入れてトレッキングとなります。
【歩行：約 2時間　歩行標高差：登り約 300m　下り約 300m】

カサッティ小屋泊　

4

朝：朝食後、ピッツｲーニ小屋経由、ゼブル峠（3,010m）を越えてベッタレッリ小屋
（2,878m）へご案内します。名峰モンテ・ゼブル（3,535m）直下に迫ります。
午後はファルヴァ渓谷を歩きながらヴァル・ファルヴァへ下山します。
専用車  でボルミオまで戻ります。
【歩行：約 8時間　歩行標高差：登り約 300m　下り約 1,000m】

ボルミオ泊　

5

朝：チェックアウト後、専用車  でステルヴィオ峠（2,758m）へご案内します。
オルトレス山系を西側から眺めながらトラフォイまでのパノラマトレッキングへご案内い
たします。トラフォイの山頂駅からロープウエイで下山します。
【歩行：約 3時間　歩行標高差：登り約 100m　下り約 650m】
夕刻：係員がトラフォイのホテルへご案内します。　　

トラフォイ泊　

6

朝： トラフォイからオルトレスの西側山頂に迫りながら、ソルダ渓谷との分岐になる
スティエルベルグ経由でラガンダ（ソルダ）まで縦走します。
夕刻： 係員がソルダのホテルへご案内します。　　　　　　　　　　　　　
【歩行： 約 7時間　歩行標高差：登り約 750m　下り約 750m】

ソルダ泊　

7

ソルダ渓谷滞在　ソルダ渓谷、ヴェノスタ渓谷周辺の展望トレッキングへご案内します。
オルトレス山系の北側からの景観とチロルのエッツターラーアルペン、シュナルツター
ルの絶景をお楽しみください。ソルダ～ヒンターグラットヒュッテ～ランゲンシュタイ
ン～ソルダの周回ロングトレイルへご案内します。
【歩行：約 5時間　歩行標高差：登り約 800m　下り約 800m】

ソルダ泊　

8

ソルダからチェッタミラノ小屋（2,581m）小屋へゴンドラで上がります。チーマヴェ
ルターナ（3,545m）、ラーザー氷河とオルトレス山系の氷河を見上げながら東側の
ヴァレ・マルテッロ経由で広大なヴェノスタ渓谷までのパノラマトレッキングをご案内し
ます。終了後は専用車  でソルダへ戻ります。
【歩行：約 4.5時間　歩行標高差：登り約 550m　下り約 700m】

ソルダ泊　

9
早朝：ソルダ発　専用車  にて途中、レイジア湖畔経由でインスブルックまたは
ミュンヘンへ
午後：インスブルックまたはミュンヘン空港発  羽田または成田・中部・関空の各空港へ

機中泊　

10
午前：羽田または成田・中部・関空着

South Tyrol 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 2019年 12月現在 ¥21,800～¥30,600）※ 1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
（片道 ¥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。

募集人員： 10名限定　最少催行人員： 8名
食事： 朝食 8回、昼 0回、夕食 7回（到着日は軽夕食となります）
利用航空会社： ルフトハンザドイツ航空、オーストリア航空、フィンランド航空、アリタリア -イタリア航空
利用予定ホテル： ホテルパレス、サンロレンツオ（ボルミオ）、カサッティ小屋（チェヴェダーレ峠）、
ベラヴィスタ（トラフォイ）、ホテルゼブル、ホテルユリウス（ソルダ）
※現地到着時のミラノ空港から帰国時のインスブルックまたはミュンヘン空港まで、アルプスウエイスタッフ
が添乗及びガイドいたします。

南チロルBコース

  8名催行
1 2名限定

南チロル屈指の名峰オルトレス、チェベダーレ、グランゼブルを訪ね歩く
壮大な氷河とパノラマロングトレイルの旅10日間



標高3,798mのグロスグロックナーを最高峰とする
オーストリアアルプスでは雄大な氷河を頂く3,000m級の山々が連なります。

その氷河によって形成された明るく広々としたＵ字谷には
アルム（牧草地）が広がり、氷河が眩い山々とともに

オーストリアらしい風景を織りなします。
エーデルワイスをはじめとした高山植物も豊富な

オーストリアアルプスの魅力を歩いて感じてください。

Tyrol /

Salzburgerland

Austria



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。

チロル／ザルツブルガーランド ［オーストリア］

グロスグロックナーからキッツシュタインホルンの山並み ステューバイタール

アレクサンダートレイル

Tyrol



ピッツタール
ステューバイタール

エッツタール

カウナタール

ヴィルドシュピッツェ
（3,774m）

オーバーグルグル

フェント

メラーノ

ケパッチ小屋

至スイス

ITALY

AUSTRIA

ツーカーヒュートル
（3,507m）

ステュューババイタールル

ーカーヒュートル
507m）

ピッツタール

エッツタ

ヴィィルドドシシュピッッッツェ
（3,,7774m）

オーバーバーバーグルグルグルル

フェントントント

小屋

2

7

5マンダーフェン

ゼルデン

4
6

ティンメルスヨッホ

2 5

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、P04をご参照ください。

レベル 2・3
約 4時間1

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。

チロル／ザルツブルガーランド



ツィラータール

ツェルアムゼー

グロースアール

イエンバッハ

ガッシュ
タイナータール

ダハシュタイン
（2,995m）

ヒンター
トゥックス

ハイリゲン
ブルート

リエンツ

カルス

キッツシュタインホルン
（3,203m）

キッツビューエル

ザルツブルグ

インスブルック

ドロミテ

至ミュンヘン

グロースグロックナー
（3,798m）

ルックナー小屋

ゴーザウ

前ゴーザウゼー

グロースグロ スアールアール

ル

ダハダハシシュタインン
（22,995m）

ル

ザルツブルグブルグ

ゴーザウザウゴー

前前ゴーザゴ ザウゼウゼーツィツィララータール

ツェ

イエンババッハッハハ

ヒンター
トゥックス

キッツキ

キッツ
インスブルッックククインス

至ミュ至ミュンヘンンヘン

ガッガッシュガ
タタイナナーータール

ハイイリリゲンンリゲ
ブブルブルートトートト

リリエンツツリエ

カルカルルスス

ツシュタインホルンルン
（3,20303mm））

グロースースースググロックナーナーー
（（3,79988mm））

ルックナクナナー小屋ー小屋小屋クナクナー小

ッシュ
ル

1

3

10 フランツヨゼフスヘーエ

ノイシュティフト

プラナイ

シュラドミングカプルーン

バドガシュタイン

マイヤーホーフェン

ハルシュタット

ブレンナー峠

9

8

2 6

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

マンダーフェンの街からゴンドラで登ると、標高約 2,300mの
高原に到着。目の前にはエメラルドグリーンの山上湖リッフル
ゼーが広がり湖畔から谷奥へとトレイルが延びています。湖畔で
写真撮影をした後は、リッフル氷河を残す 3,000m級のピッツ
ターラーアルプスを正面に歩き始めます。途中でループ状のト
レイルを折り返し小さなプローダーゼーを経て戻る周回コース
です。

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

エッツタールの最奥の村オーバーグルグル。ここからゴンドラ
で登るとロートムース氷河やチロル最高峰ヴィルドシュピッツェ
をはじめとしたパノラマが広がるホーエムートに到着です。
眺望を楽しんだ後はショーンヴィース小屋を経てゴンドラ中間
駅まで下りのハイキング。短い歩行時間でエッツタールの山々
と氷河を展望するハイキングです。

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。

ツェルアムゼーの郊外からロープウェイにて標高約 2,000m

のシュミッテンヘーエへ。ここからはオーストリア最高峰のグ
ロースグロックナーやキッツシュタイホルンのパノラマと高山
植物の花畑を楽しめます。しばらく歩くとツェラーゼーのきらめ
く湖水が眼下に広がります。針葉樹林の森を抜けるとゴンドラ
乗り場に到着。ツェルアムゼーに下山後は町の散策や湖のク
ルーズをお楽しみください。

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 !

ピッツタールの山上湖巡り

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

エッツターラーアルペン展望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

グロースグロックナーなどの
眺望を楽しむ高原ハイキング

オーストリア最高峰 
グロースグロックナーの眺望

2 6ハイキングレベルは、P04をご参照ください。

レベル 3
約 5時間半

レベル 2
約 2.5時間

5

8 レベル 2・3
約 4.5時間

レベル 2
約 2.5時間

レベル 2
約 4時間 76

レベル 1 レベル 2・3
往復約 1時間 往復約 6時間9 10



2 7 ハイキングレベルは、P04をご参照ください。

エルファー展望台

グロースグロックナー

※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 2019年 12月現在 ¥19,600～¥30,600　※ 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（片道
¥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20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  にてステューバイ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る往復ハイキング。
【歩行：約 3時間　歩行標高差：登り約 100m　下り約 100m】
●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）、アルペンハウス・カプルーン、バルバラホフ（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
¥448,000 ¥453,000 6/28（日）～7/  6（月）
¥458,000 ¥463,000 8/17（月）～8/25（火）

ブレンナー峠

ゼーフェルト

↑
ミュンヘン

シュリック2000

リエンツ

ハイリゲンブルート

キッツシュタインホルン

ザルツブルグ
キッツビューエル

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



2 8ハイキングレベルは、P04をご参照ください。

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

※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 2019年 12月現在 ¥19,600～ ¥30,600）
※ 1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（片道 ¥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 2.5時間　歩行標高差：下り約 600m】

ゼルデン泊　

6

朝：専用車  にてゼルデンを出発。
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ステューバイアルペン、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）、フベルトゥス、パークホテル・ゼルデン（ゼルデン）、
フローラ、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
¥452,000 ¥457,000 7/14（火）～7/23（木）
¥472,000 ¥477,000 8/25（火）～9/  3（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

ホーエムート



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。

French Alps &

Pyrenees

France, Spain



オルデサ渓谷 ヴァッシュ湖

ガヴァルニー圏谷

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」、日本では

まだあまり知られていないエリア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。

フレンチアルプス & ピレネー ［フランス、スペイン］
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3 1 ハイキングレベルは、P04をご参照ください。

フランス東部、イタリアとの国境近くには、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、レマン湖畔から地中海岸ニースにかけて山岳地帯が続きます。
その中でもフランス国内に10か所ある国立公園の中でも、
世界屈指の山岳エリアとして名高いのは、ヴァノワーズ国立公園と
エクラン国立公園。その2つのエリアに滞在地を絞り込み、
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。
国立公園ならではの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にも
期待が高まります。

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

フレンチアルプス



3 2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りましょう。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。

往復ともにゴンドラを利用して気軽に歩けるハイキングコース
です。世界遺産の町ブリアンソンから延びるプロレル展望台
（2,360m）からハイキングスタート。主峰バール・デ・ゼクランを
始め、ペルヴー、グラン・ガリビエ、ゴレオン、エギュ・イ・ダル
ヴなど、エクランを代表する名峰がずらりと見渡せる絶景ハイキ
ングを楽しみながら、セール・シュヴァリエの町へゴンドラで下山。
健脚派はエシャウダ背後を周遊しながらテルメを有する隣町モネ
ティエ・レ・バンへ下山などバリエーションコースもあります。

高台のレズィエール集落、登山口へ。登山口周辺からも美しい
ラ・メイジュ峰がその姿を見せてくれます。川沿いからジグザグ
の道を登り詰め、山上に佇む湖ラック・ゴレオンを目指します。
湖畔のゴレオン小屋でのランチタイムも楽しみです。鋭いラメ
イジュ峰やエギュ・ダルプとゴレオン湖が織り成す印象的な風景
との出会いに期待しながらの往復ハイキングです。

町からゴンドラ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。

町外れのプリウー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・
ペクレ、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

エクラン国立公園　屈指の美しさを誇る
山上湖ラック・ゴレオン往復ハイキング

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

9 レベル 3
歩行：約5時間　登り：約650m　下り：約650m

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700m7 レベル 1・2

歩行：約2時間　登り：約200m　下り：約200m



3 3 ハイキングレベルは、P04をご参照ください。

フランス国内に点在する10か所の国立公園で、日本ではまだそれほど知名度は高くないものの、フランスでは非常に人気の
高い山岳エリア、ヴァノワーズ国立公園（サヴォア県）とエクラン国立公園（イゼール県、オートアルプ県）。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と隣接しながら南北に連なる 2つの国立公園で名峰に望むハイキングコースをじっく
りと歩きます。移動途中には展望抜群のイゼラン峠やガリビエ峠を越えるルートも利用。峠から目にする風景はハイキングで
出会う風景と共に心に刻まれるプラスアルファの旅を演出します。

French Alps Special
ヴァノワーズ国立公園とエクラン国立公園　2大国立公園を歩く

フレンチアルプス・ハイキングの旅　11日間

フレン
チアルプススペシャルコース

ペクレ・ポルセへの道

イタリアのグラン・パラディーソ国立公園と隣接
し、モリエンヌ渓谷とタランタイズ渓谷に囲まれ
たヴァノワーズ国立公園は、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）、エギュ・デュ・
ポルセ（3,531m）など、3,000m級の名峰が
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
ラン山塊も遠望でき、何といっても「石の道」
を歩く山上のヴァッシュ湖へのハイキングはハイ
ライトの一つです。
拠点となる谷奥の小さな村プラローニャン・ラ・
ヴァノワーズ、そこから足を延ばすと思いがけ
ない展望が広がる意外性も加わり、期待度と満
足度がぴったり、そんな楽しみが待っています。
グランカッセやグランモッテを挟んでプラロー
ニャンと反対側に位置するヴァルディゼールに
回り込んで移動するだけでなく展望台観光も加
わり、ヴァノワーズ国立公園の名峰を様々な角
度から捉えます。

移動途中に利用するルートでは、有名な自転車レース「ツール・ド・フランス」
の 2019年コースにも登場したイゼラン峠やガリビエ峠を経由。サイクリス
トの憧れの峠であるだけでなく、絶景ポイントとして外せない、フランスが
誇る屈指の峠ルートです。イゼラン峠はヴァノワーズ国立公園を南北に分
ける地点、モリエンヌ渓谷への入り口でもあり、ピッサイヤ氷河に迫るポ
イント。ガリビエ峠はエクラン国立公園の北の玄関口。南側にはラ・メイジュ
峰やヴァール・デ・ゼクランなどエクラン国立公園を代表する名峰、北側
にはヴァノワーズ山系とモンブランをも望むパノラマ展望が満喫できる絶景
ポイント。これから始まるエクラン国立公園でのハイキングに期待度が高ま
る瞬間です。ガリビエ峠から下るとグルノーブルとブリアンソンへの分岐点
のロータレ峠へ。ガリビエ峠より標高は少し下がるもののラ・メイジュ峰の
展望は負けない好立地です。

1963年フランス
最初に指定された
ヴァノワーズ国立公園

絶景ポイントのイゼラン峠とガリビエ峠

グラシエ・ブラン小屋から望む

テラス村 セザンヌ小屋グラシエ・ブラン



3 4ハイキングレベルは、P04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・関空発   ジュネーブへ（途中降機あり）
夕刻：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
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・ペクレ、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）またはソレイズ展望台へ。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側から間近に望むダンパリ
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

終日：ラグラーヴ滞在。
高台のレズィエール集落、登山口へ。川沿いからジグザグの道を登り詰め、鋭い
ラメイジュ峰やエギュ・ダルプとゴレオン湖が織り成す印象的な風景との出会いをも
とめて、山上に佇む湖ラック・ゴレオンを目指す往復ハイキングを楽しみます。
【歩行：約 5時間　歩行標高差：登り約 650m　下り約 650m】

セール・シュヴァリエ泊　

7

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。展望をたっぷりと楽しんだ
後は、ロータレ峠からラメイジュ東側を望む軽ハイキング。世界遺産ブリアンソンの
町散策後、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 1時間　歩行標高差：登り約 100m　下り約 100m】

セール・シュヴァリエ泊　

8

終日：セール・シュヴァリエ滞在。
ブリアンソンからゴンドラを利用してプロレル展望台へ。ピック・ドゥ・ガリビエ、オワ
ザン、ヴァノワーズ、エクランなど各山群の絶景を楽しみながらセール・シュヴァリエ
の展望台（2,491m）へのハイキング。
【歩行：約 2.5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　

9

終日：セール・シュヴァリエ滞在。
専用車  で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　

10
朝：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  （途中降機地あり）　成田・中部・関空へ。

機中泊　

11
朝・午前：成田・羽田・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2019年12月現在 ¥24,000～¥30,600）※ 1人部屋追加料金は¥56,000（シングルルーム）、
¥81,000（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（片道 ¥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。

最少催行人員：8名　募集人員：12名限定
食事： 朝 9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）
※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

成田発 AP10FA 中部発 AP10FAN　関空発 AP10FAK 日程
¥492,000 ¥497,000 7/  9（木）～7/19（日）
¥498,000 ¥503,000 8/20（水）～8/30（日）

グランドジョラス（4,208m）に次ぐヨーロッパアルプス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）。主峰エクランを取り囲むように聳えるのは、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）、主峰エクランのすぐ南側で存在感たっぷりの雄姿を見せるモン・ペ
ルヴー（3,943m）、風格ある姿が印象的なエイルフロワド（3,954m）。氷河を抱く数々の名峰が一
堂に集う風景は、ここでしか目にすることのできない特別な山岳展望を生み出します。ラ・メイジュ峰
直下のラ・グラーヴや、世界遺産に登録されたブリアンソンにほど近いセール・シュヴァリエなど、小
さいながらも雰囲気のある村に滞在。エクラン山塊の壮大で迫力あるダイナミックな山岳展望を様々
な角度から出会うハイキングを楽しみます。ラ・グラーヴから延びるゴンドラを利用してラ・メイジュ峰
と氷河に迫る展望台観光も旅を盛り上げる楽しみの一つです。お花畑とラ・メイジュ峰が見渡せるプラ
トー・ダンパリ高原を谷の対岸に眺める場所でもあり、山上湖ラック・ゴレオン、グラシエブラン小屋
などハイキングで訪れる絶景ポイントと共に、いつまでも佇んでいたい、そんな風景と出会えるのが
エクラン国立公園の魅力です。

ヨーロッパアルプス最南端の
4,000 m峰を抱くエクラン国立公園

ラ・グラーヴのホテルから



ポルタレ峠（国境）

ピック・デュ・ミディ
ドッソー
（2,884m）

ポルタレ峠峠（国境）

ピッック・デュ・ミディ
ドッソー
（2,884m）

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 53 5

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

ルルド

ハイキングレベルは、P04をご参照ください。

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

手付かずの秘境と歴史遺産に出会う、
ピレネー山脈のハイキング。

ピレネー



至 アンドラ公国

至 アイグエストルテス
国立公園

至 トゥールーズ

トルラ

アラン渓谷

ベナスケ

カステフォン・デ・ソス

ベナスケ渓谷

アスパン峠

ペラグデ

サラデゥ

セブンレイク

バケイラ

トゥルマレ峠
（2,115m）

ラ・モシジュ

ピネタ渓谷

ルーロン渓谷ガヴァルニー
渓谷

オルデサ渓谷

オルデサ&モンテペルディド
国立公園

ヴィエラ

ルルド

コトゥレ渓谷

アオウ渓谷

カンパン
渓谷

アインサ

アネト
（3,404m）

ピック・ロング
（3,192m）

マラデッタ
（3,308m）

モン・ペルデュ（仏）
モンテ・ペルディド
（3,355m）

ピック・デュ・ネウヴィエル
（3,091m） ラモン

（3,011m）

ピック・デュ・ミディ・ビゴレ
（2,877m）

ゴーブ湖

SPAIN

FRANCE

ヴィニュマール
（3,295m）

ホスピス（登山口）

ポルト・デ・ベナスケ（国境）
ホスピタル
（登山口）

タイロン
（3,114m）

ポルト・ドゥ・プッシャロ峠（国境）

テンテスの
コル ガヴァルニー

コルメルス

モンタルド
（2,826m）

ルション

ポゼッツ
（3,371m）

サンラリースラン
ネウヴィエル
自然保護区

ビエルサ

ピネタ

ピック・デュ・ミディ
展望台

ローランの
さけ目

コトゥレ

至至トゥートゥールーズルー

トルラ

アラン渓谷谷

ベナスケベナスケ

カステフォン・デ・ソスス

ベナスケ渓谷

アスパン峠

ペラペラグデ

ササラデゥ

セブンレイク

バケイラ

トゥルトゥルマレ峠ゥルマレ
（（22,115m）

ラ・モシジュ

ピネタ渓谷

ルーロン渓谷ガヴァルニー
渓谷

オルデサ渓谷

オルデサ&モンテペルディド
立公園

ヴィエィエラ

ルルド

コトゥレ渓谷

アオウ渓谷

カンパンンパン
渓谷

アネト
（3,404m）

ピック・ロンググ
（3,192m）

マラデマラデッタ
（3,308m））

モンモ ・ペルデュペルデュ（（仏）
モンテンテ・・ペルディペルデ ドド
（3,355m）

ピックク・デュ・ネウヴィエル
（3,091m） ラモン

（3,011m）））

ピック・デュ・ミディミディ・ビゴビゴレ
（（22,87777mm））

ゴーブ湖湖

SPAIN

FRANNCEC

ヴィニュマールールヴィニ
（3,29595mm）

ホスピススピホ （登山登山口）

ポルトルポルトポル ・デ・ベナスケ（国境境））
ホスピタホスピタル
（登山口））

タイロンロンタ
（3,11414mm））

ポルトト・ドゥドゥ・プッシャシャロ峠ロ峠（国境境））

テンテスの
コル ガヴァァルニールニ

（
ガガヴ

コルメルスルメルメ ス

モンタルンタルドルドルド
（（2,826mm）

ルショションン

ポゼッツ
（3,371m）

サンラサンラリースラン
ネウヴウヴィエル
自然然保護区

ビエルサ

ピネタピネタ

ピックック・デデデュデュ・ミディミディミデミデ
展展望台

ローランーランのローラランの
さけ目

ココトゥレ

6

3

45

1

2

7

8

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
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世界遺産に指定されたガヴァルニー圏谷は氷河の浸食で造られ、
3,000m級の山々と共にヨーロッパ最大級の落差 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
プダウンの少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、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

ガヴァルニー圏谷

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。※燃油サーチャージが別途かかります
（目安は 2019年 12月現在 ¥24,000～¥25,600）※ 1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（片道 ¥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を望みながら足慣らしのハイキングです。

旅のハイライト、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
まで伸びていた氷河によって形成されました。世界中
から多くの観光客が訪れるのも納得のダイナミックな景
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、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
¥492,000 ¥497,000 6/16（火）～6/25（木）
¥498,000 ¥503,000 9 / 1（火）～9/10（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

ネウヴィエール自然保護区

ローランの裂け目

※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。※燃油サーチャージが別途かかります
（目安は 2019年 12月現在 ¥24,000～¥25,600）※ 1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（片道 ¥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。アネト山
を一周する「ツール・ド・アネト」で最も展望の良いルートをフランス側のルション渓谷からアネト山
に向かって南下し、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ラデ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。

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。オルデサ&モンテペル
ディド国立公園からスタートし、美しい渓谷を抜けピレネー第 3の高峰モンテ・ペルディド（3,355m）に
迫るゴリツ小屋でまずは宿泊。翌日は有名な「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。タイロン、ヴィニュマールといった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
¥513,000 ¥518,000 8/20（木）～8/29（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

南チロル

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。

何度も泊まってみたくなるスタイリッシュなデラックス
ホテル。ホテル自慢のプール、サウナ、ジャグジー
は癒し効果抜群。大型スーパーや町の中心にも近く
ショッピングにも最適です。

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 Palace Bormio
ホテル パレス ボルミオ　★★★★

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

ボルミオ

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。

小さいソルダ村の中でも観光局や路線バス発着地、
スーパーにも近い便利な立地で、プールやジャグ
ジー、サウナなどの設備も整うホテルです。

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　★★★

Hotel Julius Payer
ホテル ジュリアス ペイヤー　★★★

ヴィエラ

コトゥレ

ソルダ
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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・札幌からの午後便に加え、
羽田・関空からヘルシンキへの深夜便も
運行し、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、またはミュ
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航してい
る唯一の航空会社です。2020年3月から
は関空～チューリッヒ線が週 5便で就航。
関西方面からヨーロッパへのアクセスが便
利になります。成田・関西空港を午前中に
出発し、約12時間後にチューリッヒに到着。
そこからヨーロッパ内の各方面への乗り継
ぎも充実です。ビジネスクラスのシートは
2m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時間を
お過ごしいただけます。

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。

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2019年11月30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いたします。

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、片道 10,000円～で利用可能です。
※アリタリア航空利用の場合、日本航空または全日空国内線が、片道 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、片道 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。

※ご夫妻またはご家族の場合は 1つお渡しします。

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（旅行代金の5%）
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（旅行契約成立）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

リー

す。

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

年
12
月
〜

年

月
開
催
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ー

※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。※セミナーは当社ご利用をご検討の方向けとなります。ご自身での旅行手配や他社でのご旅行が決定
している方は別途個別相談（1時間 5,000円）にて承ります。※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&
ピレネー&オーストリア
ハイキングセミナー

札幌   1/18（土） 15：00 ー 17：00 ACU-Y（読売北海道ビル）3階　小研修室Y0306 札幌駅（南口）より徒歩5分（地下直結）

仙台   2/29（土） 15：00 ー 17：00 ヒューモスファイブ9階　会議室中（Cホール） JR仙台駅（デッキ直結）より徒歩約1分

福岡   3/  1（日） 15：00 ー 17：00 天神ビル11階　5号会議室 地下鉄天神駅（直結）徒歩約1分

長野   3/28（土） 15：00 ー 17：00 JA長野県ビル12階　H会議室 JR長野駅（東口）より徒歩10分

新潟   3/29（日） 15：30 ー 17：00 Mt.石井スポーツ　新潟店 JR新潟駅（南口）より徒歩15分

こだわり海外
ハイキングセミナー

東京   1/16（木） 14：00 ー 15：00 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（木） 14：00 ー 15：00 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   1/16（木） 14：00 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

秋のヨーロッパ
ハイキングセミナー

東京   3/26（木） 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   3/26（木） 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   3/26（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

12/21（土） 13：00 ー 15：00 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（日） 13：00 ー 15：00 東京国際フォーラム　G502 JR有楽町駅から徒歩1分

  2/  2（日） 13：00 ー 15：00 東京国際フォーラム　G402 JR有楽町駅から徒歩1分

  3/  8（日） 13：00 ー 15：00 東京国際フォーラム　G502 （予定） JR有楽町駅から徒歩1分

大阪

12/21（土） 13：00 ー 15：00

フェロートラベル・大阪支店 同ビル7階会議室 JR大阪駅（桜橋口）より徒歩約5分
  1/11（土） 13：00 ー 15：00
  2/15（土） 13：00 ー 15：00
  3/14（土） 13：00 ー 15：00

名古屋

12/21（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
  1/18（土） 13：00 ー 15：00
  2/15（土） 13：00 ー 15：00
  3/14（土） 13：00 ー 15：00

札幌   1/18（土） 13：00 ー 15：00 ACU-Y（読売北海道ビル）3階　小研修室Y0306 札幌駅（南口）より徒歩5分（地下直結）

横浜   2/22（土） 13：00 ー 15：00 崎陽軒本店6階　3号室 JR横浜駅（中央東口）より徒歩約2分

仙台   2/29（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

福岡   3/  1（日） 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

長野   3/28（土） 13：00 ー 15：00 JA長野県ビル12階　H会議室 JR長野駅（東口）より徒歩10分

神戸   3/29（日） 14：00 ー 16：00 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　

新潟   3/29（日） 14：00 ー 15：30 Mt.石井スポーツ　新潟店 JR新潟駅（南口）より徒歩15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

12/21（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（日） 15：00 ー 16：30 東京国際フォーラム　G502 JR有楽町駅から徒歩1分

  2/  2（日） 15：00 ー 16：30 東京国際フォーラム　G402 JR有楽町駅から徒歩1分

  3/  8（日） 15：00 ー 16：30 東京国際フォーラム　G502 （予定） JR有楽町駅から徒歩1分

大阪

12/21（土） 15：00 ー 16：30

フェロートラベル・大阪支店　同ビル7階会議室 JR大阪駅（桜橋口）より徒歩約5分
  1/11（土） 15：00 ー 16：30
  2/15（土） 15：00 ー 16：30
  3/14（土） 15：00 ー 16：30

名古屋

12/21（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
  1/18（土） 15：00 ー 16：30
  2/15（土） 15：00 ー 16：30
  3/14（土） 15：00 ー 16：30

横浜   2/22（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

オーストリア&南チロル
ハイキングセミナー

東京

12/21（土） 16：30 ー 17：30 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（日） 16：30 ー 17：30 東京国際フォーラム　G502 JR有楽町駅から徒歩1分

  2/  2（日） 16：30 ー 17：30 東京国際フォーラム　G402 JR有楽町駅から徒歩1分

  3/  8（日） 16：30 ー 17：30 東京国際フォーラム　G502 （予定） JR有楽町駅から徒歩1分

大阪

12/21（土） 16：30 ー 17：30

フェロートラベル・大阪支店　同ビル7階会議室 JR大阪駅（桜橋口）より徒歩約5分
  1/11（土） 16：30 ー 17：30
  2/15（土） 16：30 ー 17：30
  3/14（土） 16：30 ー 17：30

名古屋

12/21（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
  1/18（土） 16：30 ー 17：30
  2/15（土） 16：30 ー 17：30
  3/14（土） 16：30 ー 17：30

横浜   2/22（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

入
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