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NEW ZEALAND
Southern Lakes / Mt.Hutt & Club Field / Mt.Cook

AUSTRALIA
Mt. Buller / Mt. Hotham / Falls Creek

SOUTH AMERICA
Valle Nevado / La Parva / El Colorado & Farellones

Discover a better way to fly to New Zealand
ニュージーランドへ、もっと楽しい空の旅



フェロースキーは日本で唯一の
海外スキー専門店です。
フェロースキーは海外スキーのパイオニアとして今年で42年目のシーズンを迎えます。

代理店を通さず、直接仕入れ・直接販売システムによって私達フェロースタッフが幾度となく現地に赴き、

実際に良いと実感できたスキーエリア、航空会社、滞在ホテルを厳選しています。

現地ではスキーガイドをはじめフェローデスク、参加者同士のコミュニケーションを深めるイベント

開催など充実した現地サービスを価値ある旅行商品としてリーズナブルな価格で提供しております。

日本の真夏にシーズンインする南半球のニュージーランド、オーストラリア、南米へ

あらゆるスキーヤーの夢をかたちにしてご案内いたします。

今シーズンも爽快な南半球の風を感じながら至福なスキータイムがスタートします。

もっと海外スキーがたのしくなるよう人生の豊かをフェローで実感してみてください。



神﨑裕一 Mr. YUICHI KANZAKI

　
総合旅行業務取扱管理者

スキーはもちろん、ハイキングや自転車ツアー

でも活躍中。前職からの旅行会社勤務経験で、

歴史や文化などの知識や話題も豊富です。落ち

着いた雰囲気とは裏腹に、普段からフットサル

や自転車で身体も鍛えています。抜群の安定感

で皆様をご案内いたします。

森下雅史 Mr. MASAFUMI MORISHITA

中部地区統括
総合旅行業務取扱管理者

日本では中部地区責任者として、お客様の希望

に沿ったツアーをご提案しています。秋田で磨い

たスキー技術で、皆さまを楽しく安全にご案内し

ます。ニュージーランド、南米、どのエリアもお任

せください。今夏もぜひ一緒に南半球スキーを楽

しみましょう！

澤 宏太郎 Mr. KOTARO SAWA

東京本社営業統括
総合旅行業務取扱管理者

世界中のスキーエリアをご案内してきた経験と

確かな技術でフェロースキーを引っ張ります。

スキーガイド中ももちろんですが、アフタースキ

ーのホスピタリティもピカイチ。夜のＮＺも楽し

く盛り上げますのでＮＺを目いっぱい楽しみた

い方ご一緒しましょう！

世界のゲレンデへご案内するフェロースタッフです。

スキーにかける情熱は皆様に負けません。

私たちの仕事は現地でのスキーガイドから旅程管理に至るまで全てを行います。

ご要望やご質問などございましたらお気軽にフェロースタッフまでご相談ください。

Yes, We are fellows!

FELLOW
SKI GUIDES

FELLOW SPECIAL SERVICE
ニュージーランドツアー特典＆サービス

効率よく、快適な時間のために

専用車で送迎
ニュージーランドのスキー場はどのエリアもバスで移動

します。公共のバス本数が少なく、多くの場所に寄ってか

ら向かうため、時間がかかります。フェロースキーの場

合、専用車を使用するため道中も快適に、そして効率よく

ご案内します。人数が多い週には早くホテルに戻りたい

方、最後まで時間いっぱい滑りたい方に分かれてご案内

します。

現地滞在中も安心

フェローデスク
サザンレイクスエリアでは、ノボテルホテル内にフェロ

ーデスクが常設されています。滞在中はレストラン・オ

プショナルツアーの予約など現地のサポート体制は万

全です。マウントハット、マウントクックエリアでもフェ

ロースタッフが皆様と同じホテルに滞在しますので、他

のエリアも心配無用!スキーを思う存分楽しんでいただ

ける環境をご用意します。

　

毎日ガイド付き
フェロースキーのガイドは、サザンレイクスエリアで毎

日、マウントハットエリアでは3日～4日ご案内。レベル

別10名前後のグループに分け、ゲレンデガイドは勿論、

オフピステまで安全に、かつ楽しく皆様をご案内いたし

ます。現地に精通したガイドがマップでは分かりづらい

エリアや皆様のニーズにあわせて余すことなくご案内し

ます。

　

フェローV.I.Pカード
サザンレイクスコースでは現地でお渡しするフェロー

V.I.Pカードの提示で、レストランやショップ、オプショ

ナルツアーにて以下の特典が受けられます。

●提携レストランにてお食事の場合、ビールまたはワイン、
　ソフトドリンクの1ドリンクサービス
●提携ショップにて5～20%OFF
●最新スキーレンタルが20%OFF
※詳細は現地でお渡しする
ショップリストをご覧ください。

 

ウェルカムディナー
ニュージーランドコースでは、到着日にウェルカムディ

ナーにご案内しています。滞在ホテルでニュージーラン

ド料理に舌鼓み。代表的なラム肉と世界的にも人気な

ニュージーランド産ワインとの相性は抜群です。ツアー

参加メンバーとのディナーは大盛り上がり。

※一部コースを除きます。

　

お得な初滑りキャンペーン
ニュージーランドスキーの全コースを対象に

6月22日～7月13日出発のお客様には、リフト券＆送
迎バスセットが1日分多くツアーに含まれています。

(例)マウントハット9日間コース:(通常)2日付→3日付

※P26～28の「初滑り」記載ツアーが対象となりま
す。

　

スキーレンタル20%OFF
クィーンズタウンで一番大きいスポーツショップ「アウトサイド

スポーツ」。レンタルをはじめ品揃え豊富なためフェローイチ

オシのスポーツショップです!日本人スタッフもいて、レンタル

からショッピングまで安心して任せられます。
クィーンズタウン滞在ツアーでは現地でのレンタルスキーが20%OFF!

種類も豊富なため、ご希望に沿ったスキーがレンタル可能です。荷物を

減らしたい方、久しぶりにスキーをされる方、日替りで様々なスキー板を

楽しみたい方に特にお薦めです。

8名以上のグループには

グループバリュー特典
グループ参加の方々へ、よりニュージーランドスキーを満足していただくための特典で

す。スキー滑走中も他の方を気にせず皆様だけの時間をお楽しみいただけます。

ニュージーランド全コースを対象に以下の特典が付きます。
●グループ専任のプライベートガイド
●リフト券(スキー場送迎込)をさらにもう1日分プレゼント
●通常ツアーに含まれる日本食クーポンがスカイラインゴンドラのビュッフェディナーにアップグレード
（サザンレイクツアーに限ります）

世界遺産ミルフォードサウンドなどの

オプショナルツアーが15%OFF
サザンレイクスコースにご参加のお客様は、フィヨル

ド・クルーズ観光で有名な世界遺産ミルフォードサウン

ドやダウトフルサウンド1日観光など(リアルジャーニー

ズ社)が、15%OFFでご参加いただけます。

NewZealand SKIのハイライト

各ヘリスキープログラムが15%OFF
フェロースキーではヘリスキーにお得に参加していただけるよう、

シーズン中いつでもヘリスキーが15%OFF!

そして、ヘリスキーの必需品、ファットスキーも1日分レンタル無料!

サザンレイクスヘリ／アルパインヘリ
スキー・ザ・タスマン／マウントクックヘリ
／メスベンヘリ 詳細はP13～15へ！

2018

園原 遊 Mr. YU SONOHARA

 
総合旅行業務取扱管理者

飯綱で幼い頃から雪に親しみ、モーグル選手と

しても活躍していたスキー技術は一級品。北

米・ヨーロッパ・ニュージーランドはもちろん、

南米の添乗でも活躍しています。穏やかな性格

からの、親切・丁寧なガイドは評判です。愛する

娘のためにも頑張ります！

藤原良輔 Mr. RYOSUKE FUJIWARA

 
 

フェローに転職して早４年が過ぎました。ガイドも

すっかり板につき、相変わらず声の通りは抜群で

す！年間を通してスキーツアーを担当し、夏はNZ・

冬は初滑りのウィスラーからシーズン終わりのヨ

ーロッパまで。まさにスキーヤーにシーズンオフが

無いことを体現しています！

今井脩平 Mr. SHUHEI IMAI

ニュージーランド責任者 
総合旅行業務取扱管理者

卓越したスキー技術と、確かなガイディングで安

全にニュージーランドのスキー場をご案内しま

す。フェローでは一年を通してスキーに携わって

おり、昨年より南半球スキーの責任者となりまし

た。航空機好きということでスキーだけではない

トークも魅力です。

原田 涼 Mr. RYO HARADA 

 
 

最近はエリアを限定せず、世界中のスキー場を

飛び回っています。小柄ながら滑りはダイナミッ

クで、圧雪バーンからオフピステまでどこでも

ご案内します。現地は勿論ツアー選びのご相談

まで頼れる男になりました。笑窪がチャームポ

イントの原田スマイルでお待ちしています！

清水明仁 Mr. AKIHITO SHIMIZU

 
 

夏はウィンドサーフィン、冬はスキーを思う存分楽

しむフェローのNZ現地ガイド。クィーンズタウン

に住みながらワカティプ湖で磨いたウィンドサー

フィンはプロ並みの腕前。スキーだけではなく、ス

ノーボードも乗りこなすスーパーガイドと一緒にク

ィーンズタウンのスキーをお楽しみください！

遠藤千明 Ms. CHIAKI ENDO

 
 

小さい頃に両親の影響でスキー始め、大学時代

はサークルで基礎スキーに取り組んだ本格女性

スキーヤー。当社に入社して早五年が経ち、今で

はニュージーランドをはじめヨーロッパ、カナダ

のスキーガイドも熟します。女性ながらパワフル

なスキーで皆様をご案内いたします。

沖山由典 Mr. YOSHINORI OKIYAMA

フィーリングスキースクール校長
 

冬季は日本のスキー場でスクール校長として勤

務し、ニュージーランドのインストラクター資格

も持つベテランスキーヤー。スキーやニュージ

ーランドに関する知識も豊富で、街中の美味し

いレストランから歴史や文化まで、ニュージーラ

ンドなら彼にお任せです。
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WANAKA

QUEENSTOWN

CORONET PEAK

THE REMARKABLES

TREBLE CONE

CARDRONA

トレブルコーン

ワカティプ湖

ワナカ湖

ハウィーア湖

カドローナ

コロネットピーク

リマーカブルズ

SOUTHERN LAKES
HELI SKI AREA

HARRIS MOUNTAIN
HELI SKI AREA

SOUTHERN LAKES
HELI SKI AREA

NEW ZEALAND

Southern Lakes
白銀の美しい山々に囲まれた湖畔リゾート、クィ－ンズタウンに滞在し、
魅力あふれる4つのスキーエリア&アクティビティーを満喫。
自然の宝石箱、サザンレイクスキ－エリア。

ニュージーランド南島の南部、先住民のマオリが「翡翠の湖」と呼んだワカティプ湖のほとり

に広がる街、クィーンズタウン。その四季を通じた美しさから「女王が住むにふさわしい街」とし

て称えられたことが名前の由来です。世界遺産のミルフォードサウンド観光やジェットボート、

ゴルフなどスキー以外にもクィーンズタウンの魅力は尽きません。

氷河を抱くサザンアルプスと湖水が織りなす
幻想的な世界が広がるサザンレイクスキーエリア
サザンレイクスキーエリアの拠点となるクィーンズタウンは、アウトドア・アクティビティの

中心地で毎年多くのスキーヤーで賑わうニュージーランド屈指のスキーエリアです。悪天候

などの理由で一つのスキー場がクローズしても他のスキー場の情報を基に代替スキー場へ

臨機応変に対応可能。また、眼下に広がるコバルトブルーの湖や緑の大地と山々をバック

にダイナミックな滑走をお楽しみください。また、サザンアルプスでの各ヘリスキーのベース

タウンでもあります。

フェロースタッフが万全サポート
レベル別のスキーガイドが好評
サザンレイクスキーエリアでは、安心・安全を第

一に皆様のレベルに合わせて4つのスキー場をご

案内します。毎日夕方、ノボテルホテル内に設置

するフェローデスクでは、皆様が快適に滞在で

きるようフェロースタッフがフルサポートいたし

ます。ヘリスキーやアクティビティーのほか、お薦

めレストランのご予約、街の情報など、何でもお

任せください。

グルメやショッピングも充実！
滞在の街クィーンズタウン
ニュージーランドきっての観光都市クィーンズタ

ウンでの滞在は快適そのもの。スキーの後はワ

カティプ湖畔に位置するコンパクトな街で散策

やショッピングをお楽しみください。シーフード

やラム肉をはじめ、多様な国籍のレストランでの

お食事は毎日飽きることがありません。ウールや

ポッサムの毛皮を使った服飾品やマヌカハニー

などを旅の思い出にいかがでしょうか。

街へのアクセスが抜群
滞在中はフェローデスクで安心サポート
街の中心部から徒歩2分という、抜群の立地にあ

るノボテルクィーンズタウンレイクサイド。ワカテ

ィプ湖畔のロケーション、またバラエティに富ん

だビュッフェ形式の朝食、落ちついた雰囲気のお

部屋など、皆様にとてもご好評いただいているホ

テルです。フェローデスクをホテル内に常設して

いるので、初めてのニュージーランドでも安心し

てご滞在いただけます。予約時には空き状況に応

じてワカティプ湖が一望できるお部屋のリクエス

トが可能です。

サザンレイクスキ－エリア

Southern Lakes Ski Area

Auckland

Christchurch

Novotel Queenstown LakesideDestination Queenstown

スキー以外にもミルフォードサウンドやバンジージャンプなど
観光やアクティビティーを満喫できるのがクィーンズタウンの魅力。 +αの詳細はP8へ！

Destination Queenstown Novotel Queenstown Lakeside
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参加者の声

世界遺産ミルフォードサウンド

太古の昔、氷河が大地を削り全長16キロにもおよぶ美

しいフィヨルドが形成され世界自然遺産にも登録されま

した。クルーズでは、深く切り立つ断崖と無数の滝は圧

巻の一言。イルカやオットセイに出会うこともできます。

クィーンズタウン滞在ツアーより参加でき、往路バス、

復路セスナのツアーが一番人気です。行きは大地より、

帰りは上空から道中を楽しみます。スキーの中日に行か

れる方も多く一押しの1日オプショナルツアーです。

料金:フェローなら、N.Z.$92～(往復バス/遊覧クルーズ)
リアルジャーニーズ社のツアーが当社では15%OFFとなります

※クイーンズタウン滞在ツアーのみ参加可能です。
※オプショナルツアーの料金は変更する場合があります。

乗馬
料金：NZ$ 205～

セグウェイ
料金：NZ$ 89～

スカイラインゴンドラ
料金：NZ$ 95（ディナー付）

シドニー延泊でニュージーランドとオーストラリアを一気に堪能!

カンタス航空利用のツアーではシドニー経由となるため、シドニーで延泊して観光をした後に日本に

ご帰国することも可能です。空港から市内も近く、疲れも最小限で楽しめます。ミセスマッコリ―ズ

岬、セントメアリーズ大聖堂、ロックスなど開拓地時代に栄えた見どころ満載のシドニー観光をぜ

ひご堪能ください。グレート・バリア・リーフ、ケアンズなどのエリアもおすすめです。

オーダーメイドプラン

オーストラリア延泊では皆さまのご希望に沿

ったプランの手配が可能です。お気軽にス

タッフまでお申し付けください。

クィーンズタウンの北に位置し、街から最も近いゲレンデです。ゲレンデの

裾野にジェットボートで有名なショットオーバー川が流れ、正面にはリマー

カブルズを眺めることができます。コースには降雪機が設置され雪不足知

らず。コロネットピークメインリフトのコロネットエクスプレスがリニューア

ル予定です！

CORONET PEAK
コロネットピーク

フェローガイドと一緒に、変化に富んだ絶景の

サザンレイク4つのスキーエリアを制覇!!

初級：25%　中級：45％　上級：30％

初の海外スキー
フェローカップで優勝して手に入れた初めての海外旅行で1人旅！！不安を抱えながらも、楽しみで飛行機の中では全然眠れません

でした（笑）。ニュージーランドでは日本との違いに圧倒させられ、日本では決して見られない景色に感動しました。運よくすべて快

晴、無限に広がるスキー場は周りに人はほとんどいなく、自由に楽しく滑ることが出来ました。ツアーで一緒の方々やスタッフの皆さ

んとも仲良くなり、ツアーの中で最年少の自分にはとても嬉しく、なにもかもが貴重な体験でした。　神奈川県・福岡空（くう）様

クィーンズタウンより約25分

NEW ZEALAND

PLUSαアクティビティーの宝庫、ニュージーランドはスキー以外にも楽しさがいっぱい

TSSアーンスロー号でワカティプ湖上クルーズ

100年の歴史を誇るTSSアーンスロー号でクイーンズタウンの風景を楽しみな

がらワカティプ湖を航行するツアーです。操舵室や巨大な蒸気エンジン、歴史

的な写真を展示するミニ博物館もご覧ください。クルーズ停泊地のウォルター・

ピーク高原牧場の見学ツアーやファームショー、

バーベキューやアフタヌーンティーを組み合わせ

ることも可能です。

料金：NZ$ 65～
牧場見学ツアー

ワイナリー
料金：NZ$ 140（半日）～

Real Journeys

Real Journeys

Segway on Q Skyline Queenstown

コロネットピークと向かい合う位置にあるNZで一番新しいゲレンデ。すり

鉢状の地形により標高が高いものの風が穏やかです。少しハイクアップし

たビューポイントからワカティプ湖方面の眺望を眺めたり、広大なオフピス

テエリアであるホームワードの滑走も滑り応え満点です。将来的にシュガ

ーボウルエリアにリフトやコースが新設予定で益々注目のスキー場です。

THE REMARKABLES
リマーカブルズ
初級：20%　中級：40％　上級：30％

クィーンズタウンより約40分

クィーンズタウンとワナカの中間に位置し、放射線状に広がるコースや起

伏に富んだレイアウトは、幅広く滑りやすいコースとして人気No.1のエリ

アです。ゲレンデ内に設置されたスノーパークでは、ハーフパイプ等の国

際大会が開催されています。人気のキャプテンズカフェでは焼きたての絶

品ピザを味わい、アフタースキーでは歴史感じるカドローナホテルでの一

杯をお楽しみください。

CARDRONA
カドローナ
初級：25%　中級：35％　上級：40％

クィーンズタウンより約80分

眼下に望むコバルトブルーのワナカ湖と緑の大地のコントラストはNZスキ

ーでしか見ることのできない絶景。ホームベイスンエリアのビューポイント

からは、サザンアルプスの山並みやマウントアスパイアリングが一望でき

ます。豊富なオフピステゾーンや滑り応えのあるロングコースも魅力。NZ

スキーに来たら一度は行くべきスキー場です。

TREBLE CONE
トレブルコーン
初級：10%　中級：45％　上級：45％

クィーンズタウンより約105分

07 NEW ZEALAND SOUTH AMERICA   08



NEW ZEALAND

Mt.Cook
訪れる者を魅了する世界自然遺産マウントクック。
ここにしかない雄大な山麓での「スキー」と「滞在」。

1990年に周辺の国立公園と共に「テ・ワヒポウナム」の名称でユネスコの世界遺産に登録

されたアオラキ・マウントクック。周辺はその昔海底にあったといわれ、造山活動や氷河の

侵食などにより形作られた迫力ある景観の中での滑走と滞在を楽しむことが可能です。

マウントクックスキーエリア
Mt.Cook Ski Area

Auckland

Christchurch

マウントクックからアクセスできる3つのスキーエリア

暑い夏は、南の島の避暑地へ
これまでクイーンズタウンに3回、その度にヘリスキーを体験して、ニュージーランドといえば、ヘリスキーと感じています。今回は、そ

んなヘリスキーを堪能するために、ヘリスキーパウダーウィークに参加しました。天候に恵まれて、通常のマウントクックヘリスキー2

回とメスベンヘリスキー1回に加え、追加オプションで、タスマン氷河スキーに挑戦しました。ヘリスキーの良いところは、その日の良

い場所をガイドさんが見つけて連れて行ってくれるところです。当然、雪、斜面、景色は最高の環境で、スキーを楽しめました。1人で

の参加でしたが、アフタースキーは、パウダー好きのツアー参加者の皆様と食事をしながら、その日のスキーを語り合いながら過ごし

ました。暑い日本の夏から抜け出し、南の島の避暑地、ニュージーランドでのスキーツアーは、どこも退屈する所はない、最高の休暇

でした。　　奈良県　髙松雄一様

標高2,000mのマウント・ドブソン。標高が高いので雪質は最高です。広大な規模
を誇るドブソンは混雑知らず。ボウル状地形のためオフピステを楽しむも良し、斜度・
幅ともに快適な圧雪コースもご堪能ください。

1本のリフトを中心にコースレイアウトされており様々なレベルのスキーヤーに対
応。圧雪はもちろん、コース脇のオフピステも手軽に楽しめます。お薦めは、山頂か
らハイクアップしてのオフピステ滑走です。

マウントクック・テカポから最も近いラウンドヒル。チェアリフトはなく、Tバーと
ロープトウリフトがそれぞれ1本ずつのゲレンデは、NZらしいオープンバーンと、テ
カポ湖を見下ろす開放的な景観が魅力です。ここのロープトウは、なんと世界最長・最
大斜度でNZ最大標高差（783m）を誇ります。

Mt.DOBSON
マウント・ドブソン

トップの標高は2,000m以上で雪質最高!

OHAU Snow Fields
オハウ・スノーフィールド

ターコイズブルーのオハウ湖が眼下に広がる眺望

ROUND HILL
ラウンドヒル

マウントクックから最も近いスキー場

マウントクックに滞在する価値
ニュージーランド最高峰マウントクック（3,724m）をはじめ、ニュージーランドの

3,000mを越す山のほとんどがこの国立公園内に位置し、氷河の数も350以上と大自然

の宝庫となっています。周辺のホテルやレストランの数も必要最低限に抑え、自然環境を

最優先にしたエリアが広がっており、この大自然に囲まれた中での滞在は、他では味わえ

ない一生の思い出に残る滞在となることでしょう。

「価値」のある滞在を
提供してくれるハミテージ

滞在するだけでも価値がある世界遺産マウント

クック国立公園。マウントクック・ヴィレッジでは

100年以上の歴史を持つハミテージ・アオラキ・

マウントクックホテルに滞在します。部屋の窓か

ら朝焼けや夕焼けに染まるマウントクックを眺め

ながらゆったりと寛ぐ優雅な時間も魅力的です。

その他、ホテル内にはプラネタリウムやエドモン

ド・ヒラリー博物館など魅力的な施設もありま

す。夜にはぜひ、天の川が見事な星空をご堪能く

ださい。

雄大なマウントクックを見ながらの滞在

マウントクックヘリスキーやタスマン氷河スキーが、
クィーンズタウンから参加するよりも割安

マウントクックヘリスキーやスキー・ザ・タスマンの催行率が
クィーンズタウンからの参加に比べて高確率（約65%）

自　然

価　格

催行率

参加者の声
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NEW ZEALAND

Mt.Hutt
& Club Fields
南島最大規模、空のスキーエリア、マウントハット。
オフピステの宝庫クラブフィールド&メスベンヘリスキー。

マウントハットコースでお薦めの滑走スタイルはマウントハットをベースに、メスベンヘリスキーと

クラブフィールドの3種を組み合わせた滑走です。現地スタッフが滞在中に天候や雪質などのコン

ディションを考慮し皆様をご案内しますのでぜひこの3つのエリアすべてをご体験ください。

マウントハット＆クラブフィールドスキーエリア

Mt.Hutt Ski Area

Auckland

Christchurch

オフピステ派ならNZならではのクラブフィールド体験!

クラブフィールド最大規
模で初級コースが0%と
いう思い切ったコースレ
イアウトは、オフピステ
派の上級者にとってはま
さに天国です。

ボール状の地形を山が囲
み、雪がたまりやすいた
め雪質は抜群。風の影響
を受けにくいため、クロ
ーズしにくいというメリッ
トがあります。

メスベンからのアクセス
も比較的よく、易しめな
斜面が多いスキー場。ク
ラブフィールドが初めて
の方でもきっと気に入っ
ていただけるでしょう。

Craigieburn Valley
クレイギーバーン

Broken River
ブロークンリバー

Mount Olympus
マウントオリンパス

N.Z.南島最大級のスキーエリア

一番気持ち良いのは圧雪が良く行き届いたロングの中斜面。

ロープも立ち木もないスキー場では、非圧雪のチャレンジン

グな斜面も豊富で、ライン取り次第で滑り方は無限大。ボー

ル状地形のオフピステからスリリングなブラックダイヤモン

ドコースまで滑り応えは満点！最高地点の標高は2,000m 

以上で積雪には定評があり、毎年6月上旬から10月中旬ま

での長いシーズンを誇ります。圧雪が行き届いたロングの中

斜面を滑走した後は広大なオフピステバーン。タワーズでは

日本では味わえないような岩と岩との間の急斜面を滑るス

リリングな滑走後も可能です。また、カンタベリー平野に飛

び込むような「ラカイアサドル」もお薦めです。

中級・上級向き 中級・上級向き 中級・上級向き

NEW ZEALAND

Heli Skiing
フェローでは全ての滞在地からヘリスキーへ参加が可能。

経験豊富な現地のヘリスキーガイドが皆様を究極の遊びへと誘います。
「氷河」、「サザンアルプス」、「カンタベリー」、「世界遺産」。

普通のバックカントリーにはない景色も感動も味わうことができるでしょう。

参加者の声
メスベンヘリスキーを満喫
８月中旬でしたが、しばらく雪が降っていないとのことでマウントハットの雪は硬く、クラブフィールドもノー

パウダー。ファットスキーは要らなかったかなと思ってしまいましたが、最終日前夜に待ち望んだ雪が降りま

した。日本好きの現地ガイドさんの案内で、新雪50㎝のヘリスキーを楽しむことができ、５人のヘリ仲間の

顔もほころびました。　　高知県　垣内守男様

メスベンから120分

Photo: Larry Prosor

メスベンから120分 メスベンから120分
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Mt.Cook Ski Area

Mt.Hutt Ski Area

Ski the Tasman
スキー・ザ・タスマン

世界遺産のなかでヘリスキー、氷河スキーを唯一体験できるのがマウントクック。3,000メー

トル以上の山々がマウントクックエリアには集まっており、壮大な山々が折りなす景観は言葉

になりません。経験者やエキスパートの方にはウィルダネスへリスキーを、ゆったり景色や氷

河を見ながら楽しみたい方はタスマン氷河スキーをお薦めします。

初級～上級向き

上級・エキスパート向き

Burnetts

Ben Ohaus

The Gammacks

Glenmore Station

メスベン

テカポ湖

プカキ湖

ワナカ
クィーンズタウン マウント

ドブソン

The Liebigs

Malte Brun

ハミテージホテル

スキー・ザ・タスマン

6つある滑走エリアのうち、天候を考慮しながらコンディションの良い滑

走エリアにご案内します。周辺にはヘリポートも2つあるので、その日に

滑走するエリアから近いヘリポートを使って効率よく移動します。プカキ

湖に向かって滑走するBen Ohauやテカポ湖に近いGlenmore Station、

地形に富んだTheGammacksなど滑り応え満点です。

クィーンズタウン・ワナカにそれぞれ幅広いエリアを保有するため滑走エ

リアも多種多様。ここ数年はワナカエリアの降雪が良く、トレブルコーン

裏側に位置するBranches やNorth Harris に加えMinaret Station 

も使用。氷河になっているClarkeエリアもコンディションの良さに惹か

れます。クィーンズタウンで飛ぶ場合にはWalter Peakも増えてきました。

ヘリパッドまで往復アーンスロー号を利用したオプショナルプログラムも

あります。

NZ最長の約27kmを誇るタスマン氷河内で絶景の

景色を眺めながら滑るプログラムです。この氷河

スキーは、上級者はもちろんのこと、雄大なNZ 

の自然を満喫したいという方やヘリスキーに自信

が無い方にピッタリです。雄大な世界遺産マウン

トクックの景色を眺めながらの滑走はここでしか

味わう事ができません。

Methven Heli Ski
メスベンヘリスキー

マウントハットから参加できるヘリスキーで標高

が高く豊富な積雪が魅力です。コースも急斜面か

ら氷河コースまで滑り応え満点で、山頂からはタ

スマン海やサザンアルプス、マウントクックまで

の絶景も堪能。マウントクックヘリスキーと同じ

アルパインガイズ社の経験豊富なガイドがその場

の状況に応じて最適な斜面をご案内します。

メスベンから北に移動しながらラカイア川沿いを走ること約1時

間、上流付近に位置するヘリポートからメスベンヘリはスタートし

ます。3つある滑走エリアには200以上の特徴あるコースに名前が

付けられ、最高着地点2,500m から最大1,200mのオフピステを楽

しみます。中でもアロースミス山系を見ながらのヘリスキーは最高

の思い出になるでしょう。

Mt.Cook Heli Ski
マウントクックヘリスキー

世界遺産の中でのヘリスキーは言葉では表現でき

ない自然の雄大さや、息をのむような斜面から幅

の広い滑りやすい斜面まで多様な滑走を楽しめま

す。NZ ヘリスキーの真髄がここにあります。

総合標高差

料金（5ラン）

追加滑走

3,000m以上

フェローなら$1,110→$944

$110/ランより

総合滑走距離

マウントクックから
参加の料金

3,000m以上

フェローなら
$997→$845

総合滑走距離

マウントクックから
参加の料金

追加滑走

3,000m以上

フェローなら
$1,190→$1,012

$110/ランより

上級・エキスパート向き

Southern Lakes Ski Area

Southern Lakes Heli Ski
サザンレイクスヘリスキー

サザンレイクヘリスキー、アルパインヘリスキー、マウントクックヘリスキー・タスマン氷河ス

キーと選択肢が豊富なため、ヘリスキー初心者からエキスパートの方までレベルに応じてご

参加いただけます。滞在中毎週１回は、ヘリスキーの説明会を開催し、各ヘリスキー会社のス

タッフから最新の状況をお伝えすると共に質問や相談もできるため、不安なく参加することが

できます。

初級～上級向き

中級～上級向き

クィーンズタウンを中心に300以上のコースを所有。天候が安定しているエリアのため催行率

が高く、日本人ガイドのサポートもあるので初心者の方からエキスパートスキーヤーまで安心

してご参加いただけます。

Alpine Heli Ski
アルパインヘリスキー

スリリングな細いシュートなど変化に富んだコースレ

イアウトを楽しめるヘリスキーです。クィーンズタウン

でのヘリスキー経験者や中上級の方にオススメです。

クィーンズタウン空港からセスナを利用しマウントクック

まで向かいます。このセスナ移動がクィーンズタウンから

参加の魅力の一つでもあり、移動中の景色は絶景です。

4ラン（中級者向き）

5ラン（中級・上級者向き）

6ラン（中級・上級者向き）

7ラン（上級者・エキスパート向き） 

追加滑走

フェローなら＄1,025 → ＄872

フェローなら＄1,120 → ＄952

フェローなら＄1,197 → ＄1,020

フェローなら＄1,295 → ＄1,101

＄99/ラン

3ラン（初級者向き）

4ラン（中級・上級者向き）

6ラン（上級者向き）

8ラン（エキスパート向き）

追加滑走

フェローなら ＄995  →  ＄846

フェローなら ＄1,070 →  ＄910

フェローなら ＄1,250  →  ＄1,063

フェローなら ＄1,410  →  ＄1,199

＄110/ラン

Mt.Cook Heli Ski
  & Ski the Tasman
マウントクックヘリスキー&スキー・ザ・タスマン

総合標高差

クィーンズタウンからの料金（マウントクックヘリスキー）

クィーンズタウンからの料金（タスマン氷河スキー）

追加滑走（マウントクックヘリスキーのみ）

最少催行人員

3,000m以上

フェローなら ＄1,690 → ＄1,512

フェローなら ＄1,497 → ＄1,345

＄110/ランより

4名

※各プログラムの詳細は左記マウントクックエリアをご参照ください。
※料金に含まれるクィーンズタウン～マウントクック間のセスナ機代には
　フェロー割引が適用されません。

初級～エキスパート向き

Ragged

Arrowsmith

Palmer

マウントクック メスベン

クライストチャーチ

マウントクック滞在 クィーンズタウン滞在

メスベン滞在
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フェローで行くオーストラリアはここが違います。

Destination Queenstown

AUSTRALIA

オセアニア最大規模、ユーカリの樹氷と
斜面レイアウトが素晴らしいマウントブラースキーエリア

オーストラリア南部ヴィクトリア州の州都メルボルンから車で約3時間30分、オセアニア最

大規模のマウントブラーリゾート。標高1804mの山頂から稜線を挟んで南北へ総延長約

80kmもの変化に富んだ斜面レイアウトが魅力です。ほぼスキーイン・スキーアウトなので

滑走時間もたっぷりと確保できるのが最大の魅力です。

マウントブラースキーエリア

マウントホッサム

フォールズクリーク

国際色豊かな
マウントブラーヴィレッジ
スキー場の麓に位置するマウントブラーヴィレッ

ジは、オーストラリアは勿論、ヨーロッパの雰囲

気が漂うホテル、レストランなど国際色豊かな滞

在をお楽しみください。

スキープラスアルファ

スキーの前後にメルボルンに立ち寄ってグレート

オーシャンロード観光やワイナリーを楽しむこと

も可能です。

フェロースタッフによる
ゲレンデガイドが５日間
変化に富んだマウントブラーで広大なゲレンデを効

率良くご案内いたします。その日の斜面状況、天候

に合わせて最適な斜面へご案内、絶景のビューポ

イント、グルメ、アフターもお任せください。

Melbourne

Sydney

Mt. Buller

Mt. Hotham
Falls Creek

初めてのオーストラリア
これまでニュージーランドのスキー場は何回か行ったことがありましたが、マウントブラーは規模も大きく驚きました。スキー場は山

頂エリアを中心に放射状に広り、コースは途中から枝分かれしているので様々なエリアを滑ることもできました。ヴィレッジも人が多

く賑やかで国際色豊かなオーストラリアのスキーリゾートを感じられたツアーでした。今年から久しぶりの復活だったので、さらに近

隣のマウントホッサム行けたのは良かったです。　兵庫県　Y.O.様

参加者の声

Mt.Buller

Mt. HothamMt. Hotham
アルパイン国立公園に広がるマウントブラーはメ

ルボルンからは車で約4時間30分かかります

が、フェローではマウントブラーやフォールズクリ

ークとのコンビネーションツアーでご案内。マウ

ントブラーに比べて中上級斜面が広がりますが、

その分滑り応えも十分。東西に斜面が広がる斜

面が多いため、時間によって大きな雪質の変化も

無く、1日中快適な滑走を楽しめます。

天候や時間帯に合わせて斜面を滑り分ける
北斜面の特徴としては圧雪された斜面が多く、快適にクルージングを

したい方や自分のスキー技術を向上させたい方には最適の斜面が広

がります。また遠くにはマウントバッファローやマウントホッサムを遠

望でき、景色としても抜群です。非圧

雪の斜面も滑り応えがあり、グリム

スリフトから北斜面側に滑り降りる

3本のブラックコースはオフピステ好

きなら挑戦してみたいコースです。

南斜面の特徴としては非圧雪の斜面が多くを占め、降雪のあった翌日

にはパウダー好きのスキーヤーが我先にとリフトへ駆け込みます。ユ

ーカリの木の中を楽しむパウダーランはオーストラリアのスキー場な

らでは。圧雪斜面もあり、メルボルン方面とユーカリの木をバックにベ

ストアングルを探してみてください。タイミングが合えば野生のウォン

バットに出会えるかもしれません。

初中級斜面がメインのスキー場ですが、コースの

本数が多く、マウントブラーやマウントホッサム

をも上回ります。マウントホッサムからも約2時

間で到着し、スキー場間を行き来できるヘリも運

行されているので日帰りスキーも可能です。

Falls Creek

RIDER X COURSE
Ski and Snowboard Cross course.

BASIN TERRAIN PARK
Beginner to intermediate level.

HOTHAM CENTRAL
Gear Hire. Tickets. Ski and Board Shop. Demo Hire.

SIDE-COUNTRY KAT TO GOLDEN POINT 
Advanced skiers and boarders only.

ADULT SKI & RIDE SCHOOL
Group Sessions, Coaching and Private Lessons.

TO DINNER PLAIN VILLAGE
Tubing, Skiing, Snowplay and Toboggan Slope

WIRE PLAIN
Snowplay Area and Kids Snowmobiling

SUMMIT TERRAIN PARK
Intermediate to Expert. Jumps, Rails and Funboxes.

NIGHT SKIING AT THE BIG D
Ride under lights on Wednesdays and Saturdays.

HOTHAM DAYCARE
For Kids 3 months to 5 years.

KIDS SKI & RIDE SCHOOL
Ski & Board Lessons. Hire. Beginner Area.

 BEGINNER

 QUAD CHAIRLIFT

 CARPET LIFT

 MEDICAL CENTRE

 OFF PISTE

 FOOD OUTLET

 INTERMEDIATE

 TRIPLE CHAIRLIFT

 HOME TRAIL

 SKI PATROL

 UNPATROLLED

 SHOPPING

 ADVANCED

 DOUBLE CHAIRLIFT

 SNOWMAKING

 SLOW ZONE

 EXTREME SKIING

 PUBLIC TOILETS

 EXPERT

 T-BAR LIFT

 SKI & RIDE SCHOOL 

 EQUIPMENT HIRE

 GUEST SERVICES

 SNOWCAM

 SKI LIFTS

 PLATTER LIFT

 TICKET OFFICE

 TERRAIN PARK

 HELI PAD
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OUR PARTNERS

LIFT OPERATING TIMES OPENS CLOSES
Big D 8.30am 5.00pm
Blue Ribbon 8.30am 4.20pm
The Drift 8.30am 4.00pm
Gotcha 8.30am 3.45pm 
Heavenly Valley* 8.30am 4.20pm
Keogh's 8.30am 4.00pm
Orchard 8.30am 3.45pm
Playground 8.30am 4.30pm
Road Runner 8.30am 4.30pm
Summit & Summit Trainer 8.30am 5.00pm
Audi quattro 8.30am 4.30pm
*Opens 7:30am Wednesday to Sunday during Peak Season.

DINNER PLAIN OPENS CLOSES
Cobungra Platter 9.00am 5.00pm

PLEASE NOTE 
All lift opening times depend on favourable daily 
weather, wind and snow conditions.

RELOAD YOUR SNOW PASS WITH OUR FREE PHONE APP
Grab the FREE Hotham App and reload your 
lift passes on your phone. Save time, beat 
the queues and save money. Plus track your 

runs, compete with your friends, get the latest snow 
conditions, lift status and more. Available from your 
App store for iPhone and Android.

HELMETS
Hotham together with the Australian Ski Areas 
Association strongly recommend helmets for skiing and 
snowboarding, and encourage you to understand both 
the benefits and limitations of helmet usage. 
All children participating in Ski & Ride School programs 
at Hotham are required to wear an accredited ski or 
snowboard helmet, as are all adults participating in  
Ski & Ride School programs involving terrain parks, 
skier/boarder cross or race courses. Hotham Sports can 
provide helmets as part of hire packages. 

YOUR ALPINE RESPONSIBILITY CODE
There are inherent risks in all snow recreational 
activities. Common sense, staying in control and 
personal awareness can reduce these risks. 
Risks include rapid changes in weather, visibility 
and surface conditions, as well as natural and artificial 
hazards such as rocks, trees, stumps, vehicles, lift 
towers, snow fences and snowmaking equipment. 
Observe the code and ski and ride with courtesy 
to others.

1. Stay in control and avoid other people and hazards.
2. Use appropriate protective equipment, especially 

helmets, to minimise the risk of injury.
3. You must have the ability to use each lift safely. If in 

doubt ask the lift attendant.
4. Obey all signs and warnings, and keep off closed 

trails and areas.
5. It is your responsibility to avoid and give way to 

people below and beside you.
6. Do not stop where you are not visible from above or 

where you obstruct a trail.
7. Before starting downhill, or merging into a trail, 

look uphill and give way to others.

8. Use care to prevent runaway snowboards.
9. If you are involved in or see an accident, alert and 

identify yourself to Resort Staff.
10. Be aware that it is dangerous to ski, board or ride 

lifts if your ability is impaired by drugs or alcohol.

KNOW THE CODE. IT’S YOUR RESPONSIBILITY.
Failure to observe the code may result in cancellation 
of your ticket or pass by Resort Staff. 

BE AWARE SKI AND RIDE WITH CARE.

SKI PATROL 03 5759 3550

SAFETY ON THE MOUNTAIN IS VITAL TO 
ENJOYING YOUR TRIP. KNOW THE SKIERS/

RIDERS CODE, AND REMEMBER YOU’RE 
RESPONSIBLE. SKI AND RIDE WITH CARE!

KNOW THE CODE
 SAVE MONEY & TIME!

Buy lift passes, lessons and equipment hire 
all online and remember the earlier you buy, the 
more you save at . . . hotham.com.au/estore

Grab the FREE Hotham App and reload your 
lift passes on your phone. 
the queues and save money. Plus 

runs, compete with your friends, get the latest snow 
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ELEVATION: 1805 M

Gentle slopes and carpet lifts make
this the perfect area for beginners 
to take lesson.

NORTHSIDE DISCOVERY AREA

Kids have more fun at the Yoplait Petit Miam 
Buller Kids’ Centre in the Ski & Snowboard School.

Spurs Lookout - overlooking 
the amazing Delatite Valley.

Looking over Bonza Country 
and McLaughlin’s Shoulder 
to the Mt Buller Summit.

Vista Point overlooking 
the Delatite Valley, from 
the Village Snowplay Park.

HELI FLAT
SKI & SNOWBOARD 
SCHOOL
– Meeting Place
– Yoplait Petit Miam 

Buller Kids’ Centre
– Private Lesson 
 Meeting Place 

NORTHSIDE 
SKI & SNOWBOARD 
SCHOOL MEETING PLACE

BLUFF VIEW 
ADULT SNOWBOARD 
SCHOOL MEETING PLACE 

Information

Meals & Snacks

Ticket Office

Public Toilets

Toboggan Area

Blizzard Race Course

Olympic Training Centre

Scenic Photo Point

Sightseeing Lift

Beginners

Intermediate

Advanced

Expert

Beginner Access 

Intermediate Access

Advanced Access

Walking Track to Village

MEDICAL

SNOWMAKING AREA

TERRAIN PARKS (MBP)
S Less Difficult
M Difficult
L More Difficult

SKI AREA BOUNDARY
– Area not patrolled enter 
 at own risk

VILLAGE CENTRE
– Ticket Office
– Public Toilets
– Information
– Meals & Snacks
– Transport / Taxis
– Retail Outlets
– Lockers

NORTHSIDE
– Public Toilets
– Meals & Snacks
– Lockers

Lifts

Discover Pass Lifts 

Express Lifts

Six-pack Chairlift

Quad Chairlift

Triple Chairlift

Double Chairlift

T-Bar

Magic Carpet

ALPINE RESPONSIBILITY CODE
There are inherent risks in all snow recreational activities. 
Common sense, staying in control and personal awareness 
can reduce these risks. Risks include rapid changes in 
weather, visibility and surface conditions, as well as natural 
and artificial hazards such as rocks, trees, stumps, vehicles, 
lift towers, snow fences and snowmaking equipment. 
Observe the code and ski and ride with courtesy to others.

1. Stay in control and avoid other people and hazards. 

2. Use appropriate protective equipment, especially 
helmets, to minimise the risk of injury.

3. You must have the ability to use each lift safely. 
If in doubt ask the lift attendant.

4. Obey all signs and warnings, and keep off closed 
trails and areas.

5. It is your responsibility to avoid and give way to 
people below and beside you.

6. Do not stop where you are not visible from above 
or where you obstruct a trail.

7. Before starting downhill, or merging into a trail, 
look uphill and give way to others.

8. Use care to prevent runaway snowboards.

9. If you are involved in or see an accident, alert and 
identify yourself to Resort Staff.

10. Be aware that it is dangerous to ski, board or ride 
lifts if your ability is impaired by drugs or alcohol.

KNOW THE CODE. 
IT’S YOUR RESPONSIBILITY.
Failure to observe the code may result in cancellation 
of your ticket or pass by Resort Staff.

BE AWARE. 
SKI AND RIDE WITH CARE.

Start Small
Work your way up. Build your skills

Make a Plan
Every feature. Every time.

Always Look
Before you drop. 

Respect
The features and other users.

Take it Easy
Know your limits. Land on your feet.

SKI & SNOWBOARD SCHOOL
Take your skiing and riding to the next level, 
with group and private lessons.  

YOPLAIT PETIT MIAM BULLER KIDS’ CENTRE

NORTHSIDE EXPRESS
The fastest way from Horse
Hill carpark to the slopes.

HOME TRAIL
Intermediate access from 
the slopes direct to the 
Day and Tirol carparks.

PARK SMART

!"#$%&#'(
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Koflers
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Rider Cross 
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Rider Cross 
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Koflers
S-M
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M-L
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WHAT IS A B-TAG?
A B-TAG is your access pass to Mt Buller’s 
22 lifts and Mt Buller Terrain Parks. Buy and 
register your B-TAG before you visit at 
mtbuller.com.au to access the lifts for less. 

If you are in resort you can get a B-TAG at 
any ticket window or Buller Sports outlet.  
Keep your B-TAG and reload it each time 
you ride. Reload online and early to save.

1780m, the highest 
lifted point on Mt Buller.

Mercedes-Benz meeting point with 
Mt Buller Summit in the background 
and The Bluff to the South 

MT BULLER TERRAIN PARKS – MBP 
MBP is Buller-speak for the great terrain parks you’ll find stashed 
around the mountain. They’re tailored in sizes from small (that’s ‘easy’ 
for beginners) right up to extra large (for the experienced only) and 
they’re a great a way to add some spice to your snow day. 

!"#$%&'()
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永遠なる海外スキーヤーの憧れ。
いつかは訪れたい、神秘なる、雄大なる
アンデス山脈でのスキーシーン。

南米大陸に聳えるチリ、アルゼンチンに位置するアンデス山脈でのスキーは、南半球最大級の規模と

北半球とはまったく違った独自な景観が魅力です。5000m級の至高のピーク群、コバルトブルーの抜

けるような青空、山肌を赤真紅色に染める夕景までスキーヤーズマインドを未知なる世界へ誘ってくれ

ます。スキーイン・スキーアウトという快適さ、滑走タイムを欲張る人、天候やその日のあなたのリゾー

ト気分で早めにホテルへ戻れるという気楽さも大きな魅力です。

南米スキー＆マチュピチュの旅からロスアンデス・バックカントリースキーまで唯一無二の南米スキー

の旅をフェローでご体験下さい。

CHILE / ARGENTINE

South America
真っ赤な夕景と5000m級の壮大なアンデス山脈に抱かれる贅沢、
目の前に広大なスキーエリアが広がる、超一級のバジェネバドリゾート。
パタゴニア地方の息を呑む大自然に抱かれる感動、南極に最も近いウシュアイア。
南米スキーはまさにスキーヤーの夢の最終地点です。
フェロースキーでは、アンデススキーと世界遺産の旅をご案内します。

南米スキ－エリア
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南半球最大規模のスキー場

CHILE

Valle Nevado
南米のトロワバレーと呼ばれる広大なスキーエリア
サンチャゴよりバスで約2時間、つづら折りの急な坂を登って到着する宿泊ベースのスキーエリア「バジ

ェネバド」は大自然の荒々しさを残している標高3,000mのリゾート地です。各国のナショナルチーム

のトレーニング場に選ばれる「エル・コロラド」、高級コンドミニアムが立ち並ぶ「ラ・パルバ」、チリ

スキー発祥の地「ファレジョネス」。これら4つの広大なエリアをアクセスよく結ぶレイアウトは無駄が

なく、世界中を滑ったスキーヤーをも満足させてくれるでしょう。標高が高いだけに、全てオープンスロ

ープになっており、毎日、きれいにグルーミングされた幅の広いコースを標高差700m以上に渡っての

ロングクルーズが可能です。降雪があればオフピステで極上のアンデスパウダーを満喫してください。

バジェネバドスキーエリア

フェロースキーガイド

南米のトロワバレー（３つの谷）と称される南半

球最大のスキーエリアを圧雪バーンは勿論、広大

なオフピステまで余すことなくご案内します。自

然の地形が織り成す変化に富んだ斜面は滑り応

え充分です。標高差700ｍのロングランから南米

最大のオフピステエリアまでご希望に合わせてご

対応します。スキー場出発日を除き、毎日ガイドが

ご案内します。

5,000ｍ級のアンデス山脈、目の前は豊富な積雪量を誇る広大なスキーエリア。真っ

赤に染まる夕焼け空、満天の星空は手が届きそうなくらいに近く、まるで大自然に溶

け込んだような神秘を感じるのがバジェネバドです。最高到達地点のトレスプンタス

（3,670ｍ）にはエリア最長のＴバーを利用してアクセスできます。そして、最高峰の

エルプロモ（5,430ｍ）を間近に望める雄大な景色が広がります。山頂からの滑走は

ロングランを楽しむには最適なバーンが広がります。

Santiago
Velle Nevado

ピスコサワーに魅せられて
いつか行きたいと思っていた南米スキーに行く機会を得ました。滞在中は大変天候に恵まれ、幸い高山病にも

ならずに、雄大なアンデス山脈を望みながら5日間スキーを満喫できました。もう一つの楽しみの食事は、シー

フードも豊富で日本食を恋しく思うことなく満喫できました。この点は予想以上でしたね。またお酒で有名な

のはチリワインですが、個人的にはピスコサワーというカクテルが大変気に入りましたのでお勧めします！帰り

はマチュピチュにも立ち寄り大満足の南米旅行となりました。　恩賀伸治様（福岡県）

参加者の声

Valle Nevado
バジェネバド

南半球最大のオフピステコース

北半球のアルペン強豪国が夏合宿を行うラ・パルバは、バジェネバドから

は最奥のエリアです。バジェネバド最高部から連絡コースを進むと眼下に

サンチャゴの町を見下ろす開放的なゲレンデが広がります。見事に整備さ

れたグルーミングコースでロングクルージングをお楽しみください。さら

に、エキスパートスキーヤーには“南半球最大のオフピステ”が待ってい

ます。南米はノートラックの競争率が低いので良い条件での滑走が期待

でき、オフピステが苦手な方も楽しめるでしょう。1日では滑りつくせな

い広大なラ・パルバへ、フェローでは2回遠征します。

La Parva
ラ・パルバ

整備されたグルーミングコース

毎年各国のナショナルチームやジュニアチームがトレーニングに訪れる

エル・コロラド。サンチャゴの街を眼下に、上から下まで整備された幅広

いまっすぐの中斜面が横並びに続く特徴的なコースレイアウトです。この

エリアはノンストップでベースまでの標高差約600mを一気に駆け抜け

る爽快スキーにご案内します！!大回りでカービングターンを楽しみたい方

にお薦めのエリアです。

El Colorado & Farellones
エル・コロラド&ファレジョネス

高山病についてのご注意

ご滞在いただくバジェネバドリゾートは標高

3,000mにある高地のため、ご心配なお客様

はどうぞお気軽にお問い合わせください。

19 NEW ZEALAND SOUTH AMERICA   20
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Heli Skiing
ベースの標高が3,000ｍのバジェネバドでのヘリスキーは、コンディションが良ければ何と最大標高4,400ｍからの滑走が可能！

標高差は最大で2,300ｍ以上で急峻な山頂からのスタートは緊張感があり、２ランでも充分な滑り応えです。
サービス精神旺盛なスタッフがレベルに合わせてエリアを選択し、雄大なアンデスのヘリスキーをご案内します。

5000ｍ級のどこまでも続くアンデス山脈の山々を眺めながらのヘリスキーは他では決して味わうことができない格別な体験です。

ヘリスキー参加のご案内

ヘリスキーにはエアバッグ付きのザック、ビーコ

ン、シャベル、プローブ（ゾンデ）のレンタルが含

まれており、特別な装備の持参は不要です。また

ヘリコプターの乗り降り時の注意点、滑走時に想

定されることの事前案内など滑る前の安全管理

も徹底されているので安心です。

また希望者はdpsのファットスキーのレンタル

も可能。非圧雪の斜面を滑るヘリスキーではパ

ウダースノーだけではなく、多少クラストした雪

や、雪質の変化もあります。ファットスキーを使

えば、基礎系、レース系の板よりも楽に様々な雪

を楽しめます。

ヨーロッパ、北米、ニュージーランドなど様々な

場所でヘリスキーは体験できますが、雄大さと景

観では引けをとりません。是非一度アンデスのヘ

リスキーをご体験ください。

ヨーロッパ流のサービスが
自慢のホテルライフ

スキー場の正面に位置するホテルはスキーイン・

スキーアウトができ大変便利なロケーションで

す。長い時間の歩行やバス移動がないため、スキ

ー滑走に思う存分時間を使うことができます。好

きな時間に滑り始め、終えることも可能です。宿

泊客にはサウナ、スポーツマッサージ、アフター

スキーのドリンクサービスなども無料で提供され

てスキー以外の滞在も満喫できます。野外プール

から眺めるアンデスの夕景は必見です。

最大標高差

料金（２ラン）

2,300m以上

8月：$970　　9月：$1,220

憧れの南米スキーと期待以上のヘリスキー
バジェネバド滞在６泊の間、晴天が続き、これほど天気に恵まれたスキーは初めての経験。初日はゲレンデで足慣らし、２日目に、ヘ

リスキーに挑戦。少し小ぶりのヘリスキーは６人乗り、操縦士とガイドを除けば、４人しか搭乗できません。アンデスの奥深くは、数

日前に降った雪でしたが、陽だまりを避ければ、新雪そのものです。誰も居ない斜面は、白いキャンバスのようです。一筆書きするよ

うな感覚と、静寂の中、演奏しているようなリズムとタイミングは、スポーツというより、芸術に繋がるような心地よさです。

ヘリスキーの醍醐味が、また、ここにありました。　 吉田恭一様（群馬県）

参加者の声

サンチャゴ近郊のキーエリア

サンチャゴから車で約２時間、アルゼンチン国境にほど近

い、チリを代表するもう一つのスキーエリア「ポルティージ

ョ」はバックカントリースキーの宝庫です。サンチャゴから

ひたすら北へ、ロス・アンデス方面からアルゼンチン国境

へと通じるアルペンルート最高地点に位置します。冬は凍

結した美しいラグナ・デル。インカ湖を中心に右側にオホ

ス・デ・アグア、正面には氷河を頂くラ・パルバスキー場が

広がっています。夏には３つのピークが湖面に映るロス・ト

レス、エルモナスなどのコントラストが美しいの一言です。

PortilloPortillo
ポルティージョ（Chile）

サンチャゴ近郊のキーエリア

サンチャゴから車で約３時間でアクセスできるアルゼンチン

絶景のスキーエリアです。南米最高峰のアコンカグア（6962

ｍ）も遠くに聳える景観も大きな魅力です。標高2579ｍ～

3190ｍで西半球最大の標高を誇り、良質なパウダースノー

が人気です。コースレイアウトの約50％がブラックコースで

上級者、エキスパートご用達の穴場スキーエリアです。ポル

ティージョへ約30kmとアンデス国境越えも魅力的です。

PenitentesPenitentes
ペニテンテス（Argentina）

国際色豊かなレストラン

南米で標高3,000mと聞くと食事の心配をする方も多いかもし

れません。しかし、その心配はご無用。デラックスコースにご参

加の場合、ビュッフェ、イタリア、フランス、チリ料理からお好き

なレストランを日替わりで選ぶことが可能です。スタンダードコ

ースの場合、ビュッフェとチリ料理となります。どのレストランも
大変好評で標高3,000ｍの食事と思えないほど趣向を凝らし

た料理です。料理をさらに引き立ててくれるのがチリワイン。世

界的にも有名なチリワインと一緒にお楽しみください。

コースは半日（2-3本）と1日（4-6本）があり、
半日コースで2000ｍ、1日で4000ｍ滑走標高差をお楽しみいただけます。
＊2018シーズンの参考価格です。

21 NEW ZEALAND SOUTH AMERICA   22



SOUTH AMERICA

PLUSα 南米スキーと世界遺産

南米の世界遺産を訪れる
感動のプログラム
せっかく長い時間をかけて来たからに
は、ぜひ南米を代表する世界遺産に足を
のばしましょう。一生に一度は訪れたい
「マチュピチュ」とインカ帝国の首都「ク
スコ」の人気プランをご案内します。
国内唯一の南米スキー専門店フェロース
キーに、南米ならではのアンデススキー
+αの感動の旅をお任せください。

お申し込みの前にご確認ください

失われた空中都市 マチュピチュ

1911年、アメリカの歴史学者ハイラム・ビンガムによって発見されたマチュピチュ遺跡。

1532年、200人にも満たないスペイン人征服者によって、インカ帝国の首都クスコはスペイ

ン人達の手に渡り、王は捕らえられ、街は壊滅しました。インカの人々はスペイン人の手の届か

ない標高2280mの頂にあるマチュピチュへ逃れてきたと言われています。しかし、ある日イン

カの人々はマチュピチュに火を放ち、さらに奥地へと忽然と消えてしまいました。スペイン人

の制圧から逃れたマチュピチュは中央の広場を中心に神殿や居住区、畑などのインカの建築

様式が手つかずで残されています。ハイラム・ビンガムが「失われた都市」と呼んだのにはそ

のような意味も込められています。フェローでは麓の温泉地マチュピチュ村に2連泊する為、

朝早くから夕方までゆっくりマチュピチュ観光できるスペシャルプランです。
インカ帝国の首都クスコ

16世紀にスペイン人に征服されるまでインカ帝国の首都で あったクスコは、ケチュア語で「ヘソ」

を意味しており、インカ帝国を築いた人々にとってクスコは世界の中心でした。インカは山奥に追い

やられ、かわってスペイン人達が造ったのはインカの礎石の上に建つ教会や邸宅です。この不思議 

なコントラストが、独特の雰囲気の都市にしています。今でもクスコの町のあちこちで見ることので

きるインカの石組みはカミソリの刃一枚通さない精密なものとして有名です。中には12角の石が隙

間無く組み合わされている場所もあり、インカの技術の高さがうかがい知れます。

世界最南端で滑るウシュアイア

南極ツアーの拠点ともなる世界最南端の都市ウシュアイア。フェローではこの町に滞在し

て近郊のセロ・カストールでのスキーにご案内します。スキー場は南緯54度に位置して

おり、もちろん世界最南端のスキー場です。チリ・バジェネバドにプラスアルファでこの世

界最南端の町まで足を延ばしてみてください。他の南米のスキーエリアと比較すると規

模は小さいものの、幅広いコースやオフピステも楽しめます。スキー以外にもオタリアな

どの動物と出会えるビーグル水道クルーズや遊覧飛行も人気のアクティビティです。

ブエノスアイレスでの観光

ウシュアイア付きのツアーでは「南米のパリ」と称されるア

ルゼンチンの首都ブエノスアイレスに宿泊し観光を楽しむこ

とができます。

まるでヨーロッパにいるか

のような景観の街でアルゼ

ンチンを代表するタンゴシ

ョーをご覧いただけます。
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ある場合もあります。皆様にお楽しみいただけるよう最
大限努力をさせていただきますが、お客様が想定され
たペースと違いが出てくる可能性もありますので、予め
ご了承ください。なお、初心者や著しくスピードが遅く
他のお客様とのガイドが困難な場合は、ガイドサービス
のご参加をお断りさせていただく場合がございます。

ニュージーランドコース共通

ニュージーランド各コースでツアーに含まれてい
るリフト券(送迎車代込み)の日数を越えてスキー
場へ行かれる場合は、現地にて下記追加料金を現
金でお支払いください。
●クィーンズタウン滞在コース:大人$165、シニア
(65歳以上)$135、スーパーシニア(75歳以上)$80
●メスベン滞在コース:1日あたり大人$115、シニア
(65歳以上)$75、スーパーシニア(75歳以上)$30

お得な初滑りキャンペーン
ニュージーランドスキーの全コースを対象に6月24日～
7月15日出発のお客様には、リフト券・送迎バスが1日
増えてツアーに含まれます。掲載日が対象となります。(
例)サザンレイクスキーエリア9日間コース;通常3日付き
→4日付き

65歳以上シニア特典
このマークが付いたコースでは旅行代金が、ご
出発時に65歳以上のお客様は¥5,000引き、
75歳以上のお客様は¥10,000引きとなりま
す。ご予約に際してお申出頂き、年齢証明として
パスポートのコピー(顔写真のページ)のご提出
が必要です。また現地でも、うれしいリフト券の
割引料金サービスがございます。

アンダー35特典
ニュージーランドコースで、ご旅行出発時に満35歳以
下のお客様は5,000円引きとなります。(お申込み時に
パスポートのコピーをご提出ください。)但し、12歳未
満のご家族に適用される「お子様割引」との併用はで
きません。

ニュージーランド航空
利用ツアーについて
燃油サーチャージ(燃油付加運賃)
旅行代金には各航空会社による燃油サーチャージが含
まれます。

航空機の預け荷物の重量制限
●エコノミークラスでは、23kg以内のスーツケースに
加え、スキー1組またはスノーボード1本を無料でお預
けいただけます。これを超えた場合は、その個数により
約20,000円～の超過料金がかかります。
●日本国内線区間では、無料にてスキーまたはスノーボー
ド1組をお預けいただくことができません。ご利用のお客
様には無料宅配クーポンにて対応させていただきます。

お子様割引
出発時に12歳未満のお子様の旅行代金は、8日間コース
¥30,000、9日間コース¥40,000をそれぞれ割引きと
なります。※カンタス航空利用コースは対象外です。

ニュージーランド航空のうれしい座席指定
●無料で座席指定を承ります。ただし、足元の広いお座
席や、非常口前座席、スカイカウチ席は除きます。
※出発日、混雑状況によっては必ずしもご希望にそえな
い場合があります。※カンタス航空利用コースでは、座
席指定をお受けできません。

案内とご注意
お申込みに関するご案内
ニュージーランド・南米コース共通:申込金50,000円
●スムーズな予約手配のために、出発45日前までの予
約にご協力お願いします。
●南米コースは、2ヶ月前までのご予約をお薦めしま
す。(上記の期日でも出発日によっては満席となる場合
があります)
●各旅行代金は、特に表示の無い限り2人部屋を2名で
ご利用いただき、エコノミークラス席
(呼称は航空会社により異なります)をご利用の場合の
大人1人分の代金です。
●各旅行代金には、成田・羽田、海外現地空港間の空
港施設利用料・空港諸税・国際観光旅客税(\1,000)が
含まれています。
●ご予約後、7日以内に申込金をお支払いいただき、申
込用紙をご記入の上、当社にご返信ください。
●積雪不足によりスキー滑走不可能の場合は、当該の
旅行を中止させて頂きます。尚、お客様のご了承を得て
一部内容を変更して旅行を実施する場合があります。
●添乗員の同行しないコースでは、ご出発前にお送り
する最終日程表に記された範囲内で現地係員がご案内
します。航空機の乗り継ぎは原則的に現地係員がご案
内いたします。但し、シドニー空港での国際線間乗り継
ぎに係員は付きません。
●サザンレイクスコースの場合、帰路のニュージーランド
国内線(クィーンズタウン→オークランド間)の移動は混雑
状況により夜の時間帯に変更となる場合があります。

現地での宿泊について
1.ホテルは原則として2人部屋、バス又はシャワー付
き。1名でご参加の場合は、1人部屋追加料金をお支払
いの上、ツインルームにご宿泊いただきます。
2.相部屋希望の場合は、お申込み時にお伝えくださ
い。他に同じコースで同性のお客様がいる場合は相部
屋となり、その場合に限り前述の1人部屋追加料金が不
要となります。
3.3名で参加の時に、トリプルルームがお取りできない
時は、2名と1名に別れ、1名の方に1人部屋追加料金が
かかります。4.3名様で1部屋をご利用の場合は、2人
部屋にエキストラベッドの搬入となる場合があります。
5.出発の前日から起算して30日目に当たる日以降(ご出
発が7/20～8/31の繁忙期は40日目に当たる日以降)
に宿泊人数に変更が生じた場合は、キャンセル料の他
に1人部屋追加料金が掛かる場合があります。

参加条件およびスキーレベルに関しての目安
フェロースキーでは、お客様へ下記の参加条件をご理
解いただいております。
●スキー場の滑走コースを適度なスピードで滑走できる。
●ホテルからスキー場のゴンドラ・リフト間の移動時
に、板やストックなどのスキー道具をご自身で持ち運び
ができ管理もできる。
●各空港内での移動時や乗り換え時において、スキー
道具を含むお荷物をご自身で持ち運びができ、管理も
できる。
●スキー初心者や著しく滑走スピードが遅くツアー進
行に支障がある場合は、ガイド参加をお断りさせて頂
く場合がございます。その場合はお客様のご負担にて
プライベートガイドや現地スキースクールを依頼する方
法があります。

スキーガイドサービスについて
●弊社のスキーガイドサービスとはスキー場のコースを
案内するものであり、技術指導、安全指導を行うもので
はありません。従ってお客様のスキー滑走中に発生しう
る全ての事故について当社はこの責任を負うものでは
ありません。ガイドサービスは原則的にお客様10名前
後にガイド1名の割合となり、お客様のレベルに違いが

カンタス航空利用ツアーについて
燃油サーチャージ(燃油付加運賃)
旅行代金には各航空会社による燃油サーチャージが含
まれています。

航空機の預け荷物の重量制限
●エコノミークラスでは、スキーなどを含めて(個数にか
かわらず)合計30kgまでの荷物を無料でお預けいただ
けます。

オーストラリアコースについて
燃油サーチャージ(燃油付加運賃)
燃油サーチャージが別途かかります。

早割特典
このマークがついたコースは、90日前までのお
申込手続きで10,000円、60日前までのお申込
手続きで5,000円を旅行代金から割引いたしま
す。※お見積りのお客様は適応外となります。

オーストラリアビザ
当社ご利用の場合はオーストラリアビザＥＴＡＳ（イー
タス）の申請を弊社が無料で行います。

航空機の預け荷物の重量制限
日本航空は23kg×2個まで。カンタス航空は上記「カ
ンタス航空利用ツアー」の記載をご参照ください。

南米コースについて
燃油サーチャージ(燃油付加運賃)
燃油サーチャージが別途かかります。

航空機の預け荷物の重量制限
●エコノミークラスでは、23kg以内のスーツケースに
加え、スキー1組またはスノーボード1本を無料でお預
けいただけます。これを超えた場合は、その個数により
約13,000円～の超過料金がかかります。観光付コース
で南米国内線にスキーをお預けいただく場合、約80米
ドルの超過料金が発生します。

早割特典
このマークがついたコースは、120日前までのお
申込手続きで10,000円、90日前までのお申込
手続きで5,000円を旅行代金から割引いたしま
す。※お見積りのお客様は適応外となります。

現地情報
全日程のリフト券、朝夕食が含まれています。現地でかか
る費用としては、昼食代として200米ドル程度が目安で
す。現地では基本的に米ドルとチリペソがご利用いただ
けます。

渡航手続き(乗継ぎの際に必要となります)
カナダ入国時にeTA、アメリカ入国時にESTAが必要と
なります。(eTA7ドル、ESTA14ドル)原則渡航者ご自身
での申請をお願いしております。詳細につきましては、
お申込時にお送りする書類をご参照ください。

詳しい旅行条件はお申し込み時に
お渡しする当社旅行条件書にてご
確認ください。

早

早
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20:30成田発　　オークランドへ

午前:オークランド着　　クィーンズタウンへ
午後:クィーンズタウン着　　(専用車)ホテルへ

国際観光都市クィーンズタウンを拠点に、サ
ザンレイクスキーエリアで、5・8日間の滑走
をお楽しみください。フェローのスキーガイ
ドが4つのスキー場をご案内いたします。専
属ガイドと専用送迎車で快適なスキーバカ
ンスをお過ごしください。街散策、ショッピ
ングはもちろん、スキー以外のアクティビテ
ィー、観光を楽しむことが可能なクィーンズ
タウンでの滞在ホテルは、便利なダウンタ
ウンエリア。現地オプショナルツアーについ
ては、専属ガイドにご相談ください。
NZならではのヘリスキーにもぜひ挑戦してく
ださい。フェローならヘリスキーが15%オフ!!

早朝：クィーンズタウン発　　オークランドへ
11:05 オークランド発　　成田へ
19:00 成田着

18:30成田発　　オークランドへ

午前:オークランド着　　クィーンズタウンへ
午後:クィーンズタウン着　　(専用車)ホテルへ
ホテルにてウェルカムディナーが付きます。

国際観光都市クィーンズタウンを拠点に、サ
ザンレイクスキーエリアで、5日間の滑走を
お楽しみください。フェローのスキーガイド
が4つのスキー場をご案内いたします。専属
ガイドと専用送迎車で快適なスキーバカン
スをお過ごしください。
街散策、ショッピングはもちろん、スキー以
外のアクティビティー、観光を楽しむことが
可能なクィーンズタウンでの滞在ホテルは、
便利なダウンタウンエリア。現地オプショナ
ルツアーについては、専属ガイドにご相談
ください。
NZならではのヘリスキーにもぜひ挑戦してく
ださい。フェローならヘリスキーが15%オフ!!
初滑りキャンペーン中(～7月15日出発)はさ
らにお得です。

午前:ホテル発　　(専用車)空港へ
昼:　　クィーンズタウン発
午後:オークランド着　　(専用車)ホテルヘ

早朝:ホテル発　　(専用車)空港へ
朝：オークランド発　　16:40成田着

クィーンズタウン出発時間のアレンジも可能
通常クィーンズタウン出発は昼頃を予定しておりますが、半日で

も長く滑走したい方、最終日にクィーンズタウンでショッピング・

アクティビティを楽しまれたい方は午前/夕刻の出発も可能で

す。お申込みの際にスタッフまでお申し付けください。

NEW ZEALAND FLIGHT SCHEDULE
フライトスケジュール

NEW ZEALAND
ニュージーランドコース

サザンレイクスキーエリア9日間
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ニュージーランド航空利用
スキー滑走5日

燃油サーチャージ込み
リフト券&専用送迎車3日付(初滑りキャンペーンあり)
スキーガイド毎日付/朝食付

9日間
¥332,000
¥332,000
¥428,000
¥442,000
¥442,000
¥448,000
¥445,000
¥407,000
¥398,000
¥384,000
¥376,000

旅行代金 出発日（土曜発）

OZXXA09S

6月29日 初滑り

7月6日 初滑り

7月13日 初滑り

7月20日

7月27日

8月3日

8月10日

8月17日

8月24日

8月31日

9月7日

●食事:9日間/朝食6回・夕食2回●最少催行人員:4名

●利用予定航空会社:ニュージーランド航空

●利用予定ホテル:ノボテルクィーンズタウンレイクサイド・ク

ラウンプラザ(クィーンズタウン)、メルキュールオークランド・プ

ルマン(オークランド)

●添乗員は同行しませんが、現地係員がご案内します。

●ヘリスキー参加の方ファットスキー1日無料。

●ウェルカムディナーと日本食の夕食クーポンが1回分付きます。

●1人部屋使用追加料金は¥80,000となります。

●3名様で1部屋をご利用の場合、上記料金よりお1人様あたり¥12,000引きです。

●オークランド滞在時のホテルはシャワーのみとなります。

日程 内容 食事

機中

クイーンズタウン

クイーンズタウン

オークランド

1

2

3

～

7

8

9

22:00羽田発　　シドニーへ

朝:シドニー着　　クィーンズタウンへ
午後:クィーンズタウン着　　(専用車)ホテルへ
ホテルでのウェルカムディナーが付きます。

国際観光都市クィーンズタウンを拠点に、サ
ザンレイクエリアで3.5日間の滑走をお楽し
みください。フェローのスキーガイドが4つの
スキー場をご案内いたします。専属ガイドと
専用送迎車で快適なスキーバカンスをお過ご
しください。
町散策、ショッピングはもちろん、スキー以
外のアクティビティー、観光を楽しむことが
可能なクィーンズタウンでの滞在ホテルは、
便利なダウンタウンエリア。現地オプションに
ついては、専属ガイドにご相談ください。NZ
ならではのヘリスキーにも挑戦してください。
フェローなら15%オフ!!初滑りキャンペーン中
(～7月12日出発)はさらにお得です。

午前:スキー滑走、アクティビティー、観光、シ
ョッピング、ワイナリーなど思い思いにクィー
ンズタウンでの時間をお過ごしください。
午後:クィーンズタウン発　　シドニー経由
で羽田へ

5:15 羽田着

スキーヤーズ・サザンレイク
スキーエリア7日間

スキーヤーズ・サザンレイク
スキーエリア7日間

65
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カンタス航空利用
羽田発着・日本早朝帰着申込締め切り60日前
スキー滑走3.5日

燃油サーチャージ込み
リフト券&専用送迎車2日付(初滑りキャンペーンあり)
スキーガイド毎日付/朝食付

7日間
¥273,000
¥279,000

旅行代金 出発日

OZXXX07ｽH

7月6日(土曜発)　初滑り

8月16日(金曜発)

●食事:朝食4回・夕食1回

●最少催行人員:4名

●利用予定航空会社:カンタス航空

●利用予定ホテル:ハートランドホテル（クィーンズタウン）

●添乗員は同行しませんが、現地係員がご案内します。

●ヘリスキー参加の方ファットスキー1日無料。

●日本食の夕食クーポンが1回分付きます。

●1人部屋使用追加料金は¥38,000となります。

●3名様で1部屋ご利用の場合、お1人様あたり¥5,000引きです。

日程 内容 食事

機中

クイーンズタウン

クイーンズタウン

機中

1

2

3

～

5

6

7

レイクサイドビューへアップグレード
お部屋からワカティプ湖を眺めることができ、より滞在を優雅

にしてくれます。
※追加料金は時期によって異なるため、スタッフまでお問い合わせください。

サザンレイクスキーエリア8・11日間

65
OVER

ニュージーランド航空利用
成田発着・オークランド滞在なし
スキー滑走5日・8日

燃油サーチャージ込み
リフト券&専用送迎車3・5日付
スキーガイド毎日付

8日間
¥427,000
¥429,000
¥438,000
¥392,000

11日間
¥498,000
¥498,000
¥512,000
¥478,000

旅行代金 旅行代金出発日
（土曜夜発）
OZXXX08S

出発日
（木曜発）
OZXXX11S

7月28日

8月4日

8月11日

8月18日

7月25日

8月1日

8月8日

8月15日

●食事:8日間/朝食5回・夕食2回、11日間/朝食8回・夕食2回

●最少催行人員:4名

●利用予定航空会社:ニュージーランド航空

●利用予定ホテル:ノボテルクィーンズタウンレイクサイド・ク

ラウンプラザ(クィーンズタウン)

●添乗員は同行しませんが、現地係員がご案内します。

●ヘリスキー参加の方ファットスキー1日無料。

●ウェルカムディナーと日本食クーポンが1回分付きます。

●1人部屋使用追加料金は、8日間¥70,000、11日間¥105,000となります。

●3名様で1部屋をご利用の場合、上記料金よりお1人様あたり、

8日間¥10,000引き、11日間¥15,000引きです。

日程 内容 食事

機中

クイーンズタウン

クイーンズタウン

1

2

3

～

7

3

～

10

8 11

利用ホテル

ノボテルクィーンズタウンレイクサイド
ワカティプ湖の畔に位置し、街の中心まで徒歩にて数
分の素晴らしいロケーションです。設備も充実してお
り、ジャグジーやフィットネスルームもございます。お
部屋はゆったりできる落ち着いた雰囲気でクィーンズタ
ウンでも大変人気の高いホテルです。 利用ホテル

ハートランドホテル
街の中心部から徒歩5分。ワカティプ湖を見下ろせる小
高い場所に位置しています。フェローデスクのあるノボ
テルホテルまでも徒歩4分と問題ありません。

シドニー後泊プランもご用意しております。
詳細はp.8をご参照ください。

ニュージーランド航空利用コース
のフライトスケジュール

プレミアムエコノミークラス
ニュージーランド航空が使用する機材のエコノミークラ
スとビジネスクラスの中間クラスで、ゆったりとした快適
なシートに加え、ビジネスクラスと同等のお食事をお得
な追加料金で、お楽しみいただけます。
●約104cmのシトピッチと、エコノミクラスに比較して約50%も深い
リクライニング角度。レッグレストとフットバーがさらなるサポート。
●23kg以下の荷物2個と、スキー又はスノーボードセット一式
が無料でお預けいただけます。
●ビジネスクラスと同等内容の機内食・お飲み物。

ビジネスクラス
ニュージーランド航空が成田便で使用するボーイング787機材のビジネス
プレミアムクラスは、長さ約2mのフルフラットベッドになる革張りのアーム
チェアを採用し、クラス最高級の快適さです。厳選されたNZグルメとNZワ
インと共に快適な時間をお過ごしください。
●23kg以下の荷物2個と、スキー又はスノーボードセット一式が無料でお預けいた
だけます。

国内線に関する条件は下記の通りとなります。
●国内線は別途の特別予約が必要です。

ツアー自体の予約時に、併せてお申し付けください。

●当社の手配責任範囲は成田・羽田出発より成田・羽田帰着までとし、国内線に

関してはその範囲ではありません。

●出発時期により国内線が大変混み合うことがあります。その際予約が取れず他の交

通機関をご利用頂く場合の交通費はお客様のご負担となります。

●羽田経由となった場合の羽田～成田間の交通費はお客様のご負担となります。

●国内線の乗り継ぎにおいて乗り遅れ等お客様に不都合が生じても当社は責任

を負いません。

●乗り継ぎ便によっては前後泊が必要な場合があります。この場合の費用はお客

様の負担となります。

●国内線の予約確認は出発日35日前、ピーク時は45日前までに当社よりお知ら

せします。ご予約が取れない場合の代替交通機関の手配及び費用のご負担はお

客様自身でお願いいたします。

●国内線の利用航空会社ならびに利用便は空席状況によってお客様のご希望に

添えない場合もあります。

出 発 便
便　名   NZ90
成田出発時刻  18:30
オークランド到着時刻  翌8:10

便　名   NZ621
オークランド出発時刻  12:05
クィーンズタウン到着時刻 13:55

便　名   NZ539
オークランド出発時刻  12:00
クライストチャーチ到着時刻 13:25

OR

OR

帰 国 便

便　名   NZ99
オークランド出発時刻  8:45
成田到着時刻  16:40

便　名   NZ620
クィーンズタウン出発時刻 13:00
オークランド到着時刻  14:50

便　名   NZ516
クライストチャーチ出発時刻 6:00
オークランド到着時刻  7:20

（オークランドでの宿泊が必要です)

（国際線同日乗り継ぎ)

成田発 出発日

6月24日～7月15日
8月14日～9月30日

7月16日～8月13日

片道追加料金

¥100,000～

¥80,000～

ニュージーランド航空利用コース

●大阪、名古屋(往復5,000円)
●函館、秋田、仙台、新潟、小松、富山、広島(往復10,000円)
●札幌、福岡、女満別、高知、松山、高松、徳島、岡山(往復20,000円)
●熊本、鹿児島、沖縄(往復30,000円)
※他空港からの発着をご希望される方はお問合せください。

※日本国内線はニュージーランド航空(NZ)、全日空(NH)又は日本航空(JL)利用限

定です。ただし、上記航空会社便名でも運行が下記航空会社や格安航空会社

（LCC）の場合はご利用いただけません。

■IBEXエアラインズ、エア・ドゥ、スカイマーク、スターフライヤー、ソラシドエア、

フジドリームエアラインズ

Air New Zealand Limited

Air New Zealand Limited

Air New Zealand Limited

（1回）

（1回）
（1回）

帰 国 便
便　名   QF122
クィーンズタウン出発時刻 15:25
シドニー到着時刻  16:40

便　名   QF25
シドニー出発時刻  20:45
羽田到着時刻  翌5:15

出 発 便
便　名   QF26
羽田出発時刻  22:00
シドニー到着時刻  翌8:25

便　名   QF121
シドニー出発時刻  9:30
クィーンズタウン到着時刻 14:30

カンタス航空利用コースの
フライトスケジュール

カンタス航空利用コース

●名古屋、大阪、札幌、福岡(片道5,000円)
●女満別、旭川、釧路、帯広、函館、青森、秋田、小松、宇部、高松、松山、岡
山、広島(片道10,000円)

※他空港からの発着をご希望される方はお問合せください。

※国内線は日本航空(JL)、ジェットスター(GK)限定です。ただし、日本航空便名でもスターフ

ライヤー運行による国内線はご利用いただけません。

※シドニーにて、ニュージーランド行きの便に乗り継ぐ場合及び、ニュージーランド発の便

から成田行きの便に乗り継ぐ場合は、スルーチェックインとなり、シドニー空港乗り継ぎの係

員はおりません。

※写真は『成田～ブリスベン/メルボルン、関西～シドニー』路線使用機材です。

成田発 出発日

6月24日～7月12日
9月15日～9月17日

7月13日～7月15日
8月14日～9月14日
9月18日～9月30日

7月16日～8月13日

往復追加料金

¥180,000～

¥120,000～

往復追加料金

¥460,000～

¥380,000～

¥340,000～

片道追加料金

¥250,000～

¥200,000～

¥180,000～

カンタス航空の
プレミアムエコノミー、ビジネスクラス
※各料金については、お問い合わせください。
※羽田⇔シドニー間のみ。シドニー⇔クィーンズタウン間はエコノミー
クラス利用となります。

出 発 便
便　名 JL 773
成田出発時刻 10:30
メルボルン到着時刻 21:55

帰 国 便
便　名 JL 774
メルボルン出発時刻 0:05
成田到着時刻 9:05

日本航空利用コースの
フライトスケジュール

●国内線追加料金：無料
※日本航空の予約運用ポリシーに基づき、日本航空利用コースでは、取消料対象期間内外に関わ

らず、国内線利用便の変更や取り消しを行う際には、国際線区間を含む全旅程の予約を一旦取り

消し、予約をし直す必要があります。そのため、空席状況によっては予約確保されていた国際線区

間を含め、ご希望便での予約ができない場合がございますので予めご了承ください。また、航空

券は旅程の途中からはご使用いただけません。ご予約済みの最初の国内線区間を搭乗されないな

ど、予約した旅程順に使用されない場合は、その先の区間以降は全て無効となるほか、追加費用

が必要となりますのでご注意ください。

便名・機材およびスケジュールは予告なく変更する場合があります。

TRANSIT

TRANSIT

TRANSIT

TRANSIT

往路
NZ94 成田20：30発　 オークランド翌10：05着 
　↓
NZ632 オークランド13：40発 　クィーンズタウン15：35着

復路
NZ610 クィーンズタウン06：40発　 オークランド08：30着 
　↓(同日乗り継ぎ)
NZ095 オークランド11：05発　 成田19：00着
 ※同日での日本帰国が可能です。

Scenic Hotel Group
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NEW ZEALAND
ニュージーランドコース

早

18:30成田発　　オークランドへ

午前オークランド着　　クライストチャーチへ
昼又は午後:クライストチャーチ発　　(専
用車)メスベンへ
午後又は夕刻:メスベン着ホテルでのウェル
カムディナーが付きます。

南島最大級のスキー場マウントハットの麓
の町メスベンを拠点に、4・6日間の滑走を
思う存分お楽しみください。フェローの専属
ガイドがゲレンデガイドから、クラブフィー
ルド・ヘリスキーへのお申し込み、お薦めレ
ストランの予約までいたします。充実したス
キーバカンスをお過ごしください。オフピス
テ派なら、クラブフィールドのオプショナル
ツアーのお申し込みを忘れずに!NZならで
はのヘリスキーにもぜひ挑戦してください。
アロースミス山系が舞台、メスベンヘリスキ
ーの斜面は迫力満点です。フェローなら、ヘ
リスキーが15%オフ!!初滑りキャンペーン中
(～7月15日出発)はさらにお得です。

早朝:メスベン発　　(専用車)クライスト
チャーチ　　オークランド経由成田へ　　
16:40成田着

マウントハット7・9日間 クィーンズタウン
＆マウントクック9日間
クィーンズタウン

＆マウントクック9日間

ニュージーランド航空利用
滑り派に最適!!
スキー滑走4・6日

燃油サーチャージ込み
リフト券&送迎バス2日付/スキーガイド3～4日付
ウェルカムディナー・朝食付

7日間
¥282,000
¥298,000
¥286,000
¥273,000

9日間
¥306,000
¥323,000
¥309,000
¥297,000

旅行代金 出発日(土曜発)

OHXXX07H　OHXXX09H

7月6日　初滑り

8月10日

8月24日

9月7日

●最少催行人員:8名

●食事:7日間/朝食4回・夕食1回、9日間/朝食6回・夕食1回

●利用予定航空会社:ニュージーランド航空

●利用予定ホテル:メスベンリゾート(メスベン)

●添乗員は同行しませんが、現地係員がご案内します。

●ヘリスキー参加の方ファットスキー1日無料。

●1人部屋使用追加料金は、7日コースが¥26,000、

9日コースが¥37,000となります。

●3名様で1部屋をご利用の場合、上記料金よりお1人様あたり、7日間¥4,000引

き、9日間¥6,000引きです。

日程 内容 食事

機中

メスベン

メスベン

1

2

3

～

6

3

～

8

7 9

利用ホテル

アールベルク ホッサム
ホテル前のバス停からマウントホッサムの中心までバス
で1区間。ゲレンデに近いホテル。ホテル自家製地ビー
ルのマウントホッサムビールもお楽しみいただけます。

利用ホテル

ハミテージ
滞在するだけでも価値のあるニュージーランドでも屈
指の高級ホテル。雄大に聳え立つマウントクックをお部
屋から眺めての滞在はここでしかできません。お部屋も
広くゆったりとお過ごしいただけます。レストランの料
理も大変美味しくお薦めです。

18:30成田発　　オークランドへ

午前:オークランド着　　クライストチャーチヘ
午後:クライストチャーチ着　　(専用車)テ
カポへ
夕刻又は夜:テカポ着

ラウンドヒル、オハウなどテカポ周辺スキ
ー場で滑走。テカポからだと周辺スキー場
へのアクセスが容易です。ラウンドヒルに
は、世界最長のロープトウからのオフピス
テが魅力です。スキー滑走後、　　(専用車)
でマウントクック国立公園に移動します。

アオラキ・マウントクック国立公園内のドラマ
ティックなヘリスキーをお楽しみください。
●マウントクックヘリスキーまたはタスマ
ン氷河スキー2日

　　専用車でメスベンへ移動します。
※この日は、ヘリスキーの予備日です。

南島最大級のスキー場マウントハットの麓
の町メスベンを拠点に、2日間の滑走をお
楽しみください。
●アロースミス山系でのメスベンヘリスキー1日
●マウントハットのスキー場1日

早朝:メスベン発　　(専用車)クライストチ
ャーチへクライストチャーチ発　　オーク
ランド経由で成田へ　　16:40成田着

日程 内容 食事

機中

テカポ

メスベン

マウントクック

マウントクック

メスベン

1

2

4

・

5

7

・

8

3

6

9

ヘリスキーパウダーウィーク
マウントクック&メスベン9日間
ヘリスキーパウダーウィーク
マウントクック&メスベン9日間

ニュージーランド航空利用
マウントクックヘリスキーまたはタスマン氷河スキー2日付
メスベンヘリスキー1日付
スキー滑走6日
燃油サーチャージ込み
スキーガイド毎日付/リフト券&送迎バス2日付
マウントクックでのウェルカムディナー付・朝食付

9日間
¥662,000
¥648,000

旅行代金 出発日（土曜発）

OCHXX09P

7月13日

8月17日

●食事:朝食6回・夕食1回

●最少催行人員:8名

●利用予定航空会社:ニュージーランド航空

●利用予定ホテル:ペッパーズブルーウォーター(テカポ)

ハミテージ(マウントクック)、メスベンリゾート(メスベン)

●添乗員は同行しませんが、現地係員がご案内します。

●1人部屋使用追加料金は¥48,000となります。

●3名様で1部屋をご利用の場合、上記料金よりお1人様あたり、¥3,000引きです。

●天候により、スケジュールは変更となる場合がございます。

●ヘリスキーが中止となった場合、他のスキー場に振り替え、日本にてご返金いたし

ます。

テカポとマウントクック国立公園を合わせて、マウントクックエリ
アに4泊、初日やメスベンへの移動日もヘリスキーの予備日として
も使える日程。マウントクックヘリスキー2日、メスベンヘリスキー
1日に加えマウントハットのスキー場も1日含んだ、まさにオフピ
ステフリークの為の特別プログラムです。

10:30成田発　　メルボルンへ
21:55 メルボルン着

午前：　　（専用車）にてマウントホッサムへ
午後：マウントホッサム着

マウントバッファロー国立公園周辺に広が
るマウントホッサムスキー場での滑走をお
楽しみください。うち1日はフォールズクリ
ークのスキー遠征へご案内します。

午前：マウントホッサム発　　（専用車）
マウントブラーへ
午後：マウントブラー着

オーストラリア最大級のエリアを誇るマウ
ントブラーでの滑走をお楽しみください。

夕方までスキーをお楽しみください。
スキー後は　　（専用車）メルボルン空港へ

0:05 メルボルン発　　成田へ
9:05 成田着

日程 内容 食事

メルボルン

マウントホッサム

マウントホッサム

マウントブラー

マウントブラー

機内

1

2

10

6

3

～

5

7

～

9

11

マウントブラー
&マウントホッサム11日間

マウントブラー
&マウントホッサム11日間

日本航空／カンタス航空利用
オーストラリアツアー復活！
スキー滑走8日
スキーイン・スキーアウト

スキーガイド毎日付
ウェルカムディナー・朝食付

11日間
¥502,000
¥543,000
¥423,000

旅行代金 出発日（水曜発）

OBHMX11S

7月31日

8月7日

8月28日

●食事:朝食9回・夕食1回

●最少催行人員:8名

●利用予定航空会社:日本航空、カンタス航空

●利用予定ホテル:パークロイヤル（メルボルン）エイボン、アー

ルベルク(マウントブラー)、アールベルク（マウントホッサム）

●1人部屋使用追加料金は¥163,000となります。

●3名様で1部屋をご利用の場合、上記料金よりお1人様あたり、¥15,000引きです。

また、3人目のベッドは簡易ベッドとなります。

●天候により、スケジュールは変更となる場合がございます。

18:30成田発　　オークランドへ

午前:オークランド着　　クィーンズタウンヘ
午後:クィーンズタウン着

クィーンズタウン周辺のスキー場にて3日
間の滑走をお楽しみください。

午前：クィーンズタウン発　　（専用車）マ
ウントクックへ
午後：マウントクック着

世界遺産マウントクック国立公園周辺にて
ダイナミックなマウントクックヘリスキー
や、雄大な景観の中を滑るタスマン氷河ス
キーをお楽しみください。

マウントクックエリア周辺のスキー場にご
案内します。※この日はヘリスキーやタスマ
ン氷河スキーの予備日です。
夕方:　　（専用車）クライストチャーチへ

早朝:クライストチャーチ発　　オークラン
ド経由で成田へ　　夕方：成田着

日程 内容 食事

機中

クィーンズタウン

クィーンズタウン

マウントクック

マウントクック

クライストチャーチ

1

2

6

3

～

5

7

8

9

ニュージーランド航空利用
マウントクックヘリスキーまたは
タスマン氷河スキー1日付
スキー滑走5日
燃油サーチャージ込み
リフト券込み&専用送迎車3日付
スキーガイド毎日付/ディナー3回・朝食付

9日間
¥518,000
¥526,000

旅行代金 出発日

OZCXC09S

7月10日(水曜発)

8月24日(土曜発)

●食事:朝食6回・夕食3回

●最少催行人員:8名（12名限定）

●利用予定航空会社:ニュージーランド航空

●利用予定ホテル:ノボテルクィーンズタウンレイクサイド(クィ

ーンズタウン)、ハミテージ(マウントクック)、スディマ・クライ

ストチャーチ(クライストチャーチ)

●当ツアーは弊社スタッフの今井脩平がご案内します

●添乗員は同行しませんが、現地係員がご案内します。

●ヘリスキー参加の方ファットスキー1日無料。

●1人部屋使用追加料金は、¥71,000となります。

●3名様で1部屋をご利用の場合、上記料金よりお1人様あたり、¥8,000引きです。

●ヘリスキーが中止となった場合、他のスキー場に振り替え、日本にて返金いたします。

世界自然遺産の懐マウントクックに滞在する贅沢なツアーです。
部屋からマウントクックを望めるニュージーランドでも屈指の
人気ホテルハミテージでの滞在は格別です。マウントクック周
辺スキー場とヘリスキー又は氷河スキー滑走と余すことなくマ
ウントクックを堪能できるツアーとなっております。

クラブフィールド8日間クラブフィールド8日間

18:30成田発　　オークランドへ

午前:オークランド着　　クライストチャーチヘ
午後:クライストチャーチ着　　(専用車)マ
ウントオリンパスへ
夜：マウントオリンパス着

マウントオリンパスでの滑走をお楽しみくだ
さい。

午前：マウントオリンパスでの滑走をお楽し
みください
午後：クレイギーバーンへ

クレイギーバーン、ブロークンリバーでの
滑走をお楽しみください。

午前：クレイギーバーンでの滑走をお楽し
みください。
夕刻：滑走後　　(専用車)クライストチャ
ーチへ
夜：クライストチャーチ着

早朝:クライストチャーチ発　　オークラン
ド経由で成田へ　　16:40成田着

日程 内容 食事

機中

マウントオリンパス

マウントオリンパス

クレイギーバーン

クレイギーバーン

クライストチャーチ

1

2

4

5

・

6

3

7

8

ニュージーランド航空利用
クラブフィールド滞在型オフピステツアー
リフト券５日間付
スキー滑走5日

燃油サーチャージ込み
スキーガイド毎日付/ディナー5回・朝食付

8日間
¥429,000

旅行代金 出発日

OCOXXC08P

9月7日(土曜発)

●食事:朝食５回、昼食５回、夕食５回

●最少催行人員:8名（12名限定）

●利用予定航空会社:ニュージーランド航空

●利用予定ホテル:マツヒロロッジ、コロヘキロッジ、トップハッ

ト、グレンソーンロッジ(クラブフィールド)、スディマホテル(ク

ライストチャーチ)

●当ツアーは弊社スタッフの澤宏太郎がご案内します

●添乗員は同行しませんが、現地係員がご案内します。

●ツアー用のブーツ、ス キー、シール、雪崩対策の装備が必要となります。

　レンタルも可能ですのでご相談ください。

●バックカントリーツアーは現地山岳ガイドがご案内します。

●1人部屋使用追加料金は、¥10,000となります。

●3名様で1部屋をご利用の場合、上記料金よりお1人様あたり、¥8,000引きです。

●クラブフィールド滞在中は山小屋で男女別の相部屋となります。

カンタベリーエリアに広がるクラブフィールドの３つを全て滑る
オフピステツアーを設定します。山小屋滞在でオフピステに集
中できる環境の中、クラブフィールドを最大限楽しみます。この
ツアーは澤宏太郎が現地ガイドと共に皆様をご案内させていた
だきます。

オフピステの宝庫、クラブフィールドへは
日本でのお申し込みが断然お得!

現地で申し込むと1日295ドルで販売していますので、日
本でのお申込みが断然お得です。マウントハット9日間な
どのメスベンに滞在されるツアーにお申込みのオフピステ
派のお客様は、ぜひクラブフィールドをご体験ください。

リフト券&専用送迎車付/ランチ&スキーガイド付

クラブフィールド・オプショナルツアー

追加旅行代金
1日 ¥23,500 (事前申込み限定特別料金)

●天候等の理由によりクラブフィールドへ行けない場合には、申込

日数分の合計金額をご帰国後に返金いたします。

●日本申込み時の特別料金となります。事前申込み期間は、出発の

1週間前までとなります。

利用ホテル

エイボン
マウントブラーヴィレッジ内に経つスタンダードホテル。
ゲレンデが目の前の好立地で、より効率的な滞在をお楽
しみいただけます。

シャレー
マウントブラーに建つホテルの中でもワンランク上のデ
ラックスホテル。プール・サウナ・ジムを備え、スキー後
の疲れを癒すには最適のホテルです。

ハミテージ

燃油サーチャージ目安は '19 年 3月現在￥35,000

（1回）

早

10:30成田発　　メルボルンへ
21:55 メルボルン着

午前：　　（専用車）マウントブラーへ
午後：マウントブラー着

オーストラリア最大のスキーエリア、マウン
トブラーにて4日間の滑走をお楽しみくだ
さい。

午前：スキーをお楽しみください。
午後：　　（専用車）メルボルンへ

0:05 メルボルン発　　成田へ
09:05 成田着

日程 内容 食事

メルボルン

マウントブラー

マウントブラー

機内

1

2

7

3

～

6

8

オーストラリア最大のスキーエリア
マウントブラー8日間

オーストラリア最大のスキーエリア
マウントブラー8日間

日本航空／カンタス航空利用
オーストラリアツアー復活！
スキー滑走5日
スキーイン・スキーアウト

スキーガイド毎日付
ウェルカムディナー・朝食付

デラックス
¥506,000
¥517,000
¥401,000

スタンダード
¥411,000
¥437,000
¥347,000

旅行代金 出発日（土曜発）

OBXMX08S  OBXMX08D

8月3日

8月10日

8月31日

●食事:朝食6回・夕食1回

●最少催行人員:8名

●利用予定航空会社:日本航空、カンタス航空

●利用予定ホテル:パークロイヤル（メルボルン）エイボン、アー

ルベルク（スタンダード）シャレー（デラックス）

●1人部屋使用追加料金はスタンダード¥129,000、デラックス¥216,000となり

ます。

●3名様で1部屋をご利用の場合、上記料金よりお1人様あたり、スタンダード

¥16,000引き、デラックス¥63,000引きです。また、3人目のベッドは簡易ベッドと

なります。

●天候により、スケジュールは変更となる場合がございます。

燃油サーチャージ目安は '19 年 3月現在￥35,000

アールベルク

エイボン
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Santiago

Lima

Velle Nevado

Cusco

Machu Picchu

Buenos Aires

Ushaia

SOUTH AMERICA
南米コース

早

午後・夕刻又は夜:成田または羽田発　　北
米乗継都市へ
̶̶̶̶̶日付変更線通過̶̶̶̶̶
午後・夕刻:北米乗継都市　　サンチャゴへ

朝・午前:サンチャゴ着後、　　(専用車)でサ
ンチャゴ市内観光へご案内。
ランチは市場でシーフードを楽しみます。
午後:バジェネバドのホテルへ。ホテルチェッ
クイン後は標高に体を慣らすた めにゆっくり
過ごします。

バジェネバドに滞在して、エルコロラド、ラパル
バを含む 3 つのスキーエリアでお楽しみくださ
い。滑走5日間、毎日ガイドがご案内します。

午前:　　(専用車)サンチャゴ空港へ。 
昼・午後:サンチャゴ発　　リマへ。 
夕刻・夜:リマ到着

朝:リマのホテルに、余分な荷物を預けて　　
クスコへ。 
午前・昼:クスコ着、　　(専用車)でインカ帝
国の首都であったクスコの遺跡観光にご案
内します。 
夕刻・夜:オリャンタイタンボ 駅 から鉄道
に乗り継いでマチュピチュへ移動。旅のハイ
ライト、マチュピチュでゆったり 2 連泊。 

終日、インカの空中都市、世界遺産マチュピチュ
をゆっくり見学します。ガイドがご案内します。

午前:鉄道　　 と 　　(専用車)を乗り継いでクスコへ。 
※希望者は早朝マチュピチュ遺跡の観光も可能です。 
午後・夕刻:クスコ発　　リマへ
夕刻・夜:リマ着。ホテルに預けた荷物を受け
取り、その後フリータイム。
深夜:リマから　　北米乗継都市へ

米乗継都市　　成田へ
̶̶̶̶̶日付変更線通過̶̶̶̶̶

午後・夕刻:成田または羽田着

南米 チリスキー+ペルー世界遺産観光の旅
バジェネバド&マチュピチュ13日間

スキー滑走5日
リフト券・スキーガイド毎日付

スタンダード
¥803,000
¥791,000
¥773,000

13日間
デラックス
¥841,000
¥830,000
¥797,000

旅行代金
出発日(木曜発)

SVXXP13S　SVXXP13D

8月22日（木）

8月29日（木）

9月 5日（木）

●食事:朝食9回、昼食3回、夕食9回

●最少催行人員:8名 

●利用予定航空会社:デルタ航空、アメリカン航空、ユナイテッ

ド航空、エア・カナダ、ラン航空・タカ航空(南米内) 

●利用予定ホテル:プエルタデルソル(デラックス)、  トレスプ

ンタス(スタンダード)、エルマピ(マチュピチュ)、他

●１人部屋追加料金は、¥102,000となります。

●成田または羽田空港から添乗員が同行します。 

●日程表に記載のマチュピチュ&クスコ観光や食事が全て含まれます。

●8日目のサンチャゴ～リマ間・南米内国内線にスキーをお預けいただく場合、約

50ドルの超過料金が発生します。

日程 内容 食事

機中

マチュピチュ村

マチュピチュ村

バジェネバド

バジェネバド

機中

機中

リマ

1

2

8

9

10

11

12

13

3

～

7

●南米ツアーはリフト券や朝夕食が付いています。現地での必要費用は昼食代の200米ドル程度が目安となります。米ドルが利用できます。
●ビジネスクラスや、プレミアムエコノミークラス(航空会社と機材による)も手配が可能です。
●日本国内各地ご出発にて、国内線特別料金がございます。　　※詳しくはお問合せください。

オプショナルツアー:ワイナピチュ登山 
【登山経験者・健脚限定】
料金目安:5,000円～10,000円 ※参加人数により異なります。

当募集型企画旅行の日程及び内容には一切含まれておりません。別途

、現地手配によるオプショナルツアーとしてご参加いただけます。標高

差約300mの急登、急な石段や岩場が中心となり、基本的に安全ロー

プが付いていません。様々な危険性を考慮し、現地英語登山ガイドが

ご案内します。詳細はお問い合わせください。(※事前予約必須)

ワンランク上の

プレミアムエコノミー＆ビジネスクラス
移動距離と時間が長い南米への旅をより快適に過ごしたい方に

エコノミークラスより足元のスペースが広い中間クラス
のプレミアムエコノミー、フルフラットになり快適なビ
ジネスクラス。出発日やコースによって利用航空会社が
異なりますので、ご希望の方はお問い合わせください。
※プレミアムエコノミークラスは日本と北米間のみ利用可能です。

燃油サーチャージ目安は'19年3月現在¥35,000

早

午後・夕刻又は夜:成田または羽田発　　北
米乗継都市へ
̶̶̶̶̶日付変更線通過̶̶̶̶̶
午後・夕刻:北米乗継都市　　サンチャゴへ

朝・午前:サンチャゴ着後、　（専用車）で
サンチャゴ市内観光へご案内。ランチは市
場でシーフードを楽しみます。
午後:バジェネバドのホテルへ。ホテルチェッ
クイン後は標高に体を慣らすためにゆっくり
と過ごします。

南米のトロワバレーと称されるエリアで滑
走をお楽しみください。バジェネバド、エル
コロラド、ラ・パルバでのオフピステ滑走や
専用車を利用してのバックカントリーツア
ー、滞在中１日はアンデス山脈でのヘリス
キーへご案内します。

朝：　　（専用車）でポルティージョへ。
午前：ポルティージョ着後、オフピステ滑
走をお楽しみください。
午後：スキー滑走後、　（専用車）でペニ
テンテスへ。夕刻：ペニテンテス到着後、ホ
テルへ。

ラーゴインカの湖と南米最高峰アコンカグ
アを代表するアンデス山脈の絶景を眺めな
がらオフピステ滑走をお楽しみください。

午前:フリー滑走をお楽しみいただけます。
午後：　（専用車）でサンチャゴ空港へ。
夕刻・夜：サンチャゴ発　　北米都市へ

北米乗継都市　　成田へ
̶̶̶̶̶日付変更線通過̶̶̶̶̶

午後・夕刻:成田または羽田着

スキー滑走6.5日/リフト券毎日付
スキーガイド6日付/ヘリスキー１日付

スキー滑走6.5日
リフト券毎日付

11日間
¥818,000

旅行代金 出発日

SPVXX11S

8月22日(木)

●食事:朝食7回、昼食1回、夕食7回

●最少催行人員:8名

●利用予定航空会社:デルタ航空、アメリカン航空、エア・カナダ

●利用予定ホテル:トレスプンタス（バジェネバド）、アイエレン

ホテル（ペニテンテス）、他

●1人部屋追加料金は、¥70,000となります。

●成田または羽田空港から添乗員が同行します。

●天候等により、スケジュールが変更となる可能性がございます。

●ヘリスキーが中止となった場合、日本にてご返金いたします。

日程 内容 食事

機中

バジェネバド

バジェネバド

機中

機中

ペニテンテス

機中

機中

ペニテンテス

1

2

9

6

10

11

3

～

5

7

～

8

燃油サーチャージ目安は'19年3月現在¥35,000

早

午後・夕刻又は夜:成田または羽田発　　北
米乗継都市へ
̶̶̶̶̶日付変更線通過̶̶̶̶̶
午後・夕刻:北米乗継都市　　サンチャゴへ

朝・午前：サンチャゴ着後、　（専用車）
でサンチャゴ市内観光へご案内。
ランチは市場でシーフードを楽しみます。
午後:バジェネバドのホテルへ。ホテルチェッ
クイン後は標高に体を慣らすた めにゆっくり
過ごします。

バジェネバドに滞在して、エルコロラド、ラパル
バを含む 3 つのスキーエリアでお楽しみくださ
い。滑走5日間、毎日ガイドがご案内します。

午前:フリー滑走でスキーをお楽しみいた
だけます。
午後:　　(専用車)でサンチャゴ空港へ。
夕刻・夜:サンチャゴ発　　北米乗継都市へ。

北米乗継都市　　成田または羽田へ
̶̶̶̶̶日付変更線通過̶̶̶̶̶

午後・夕刻:成田または羽田着

南半球最大のスキーエリアを滑る
チリ・バジェネバド10日間

スキー滑走5.5日
リフト券毎日付/スキーガイド5日付

スタンダード
¥613,000
¥563,000
¥558,000
¥543,000

10日間
デラックス
¥713,000
¥600,000
¥598,000
¥579,000

旅行代金
出発日

SVXXX10S　SVXXX10D

8月8日(木)

8月22日(木)

8月29日(木)

9月5日(木)

●食事:朝食6回、昼食1回、夕食6回

●最少催行人員:8名

●利用予定航空会社:デルタ航空、アメリカン航空、ユナイテッ

ド航空、エア・カナダ

●利用予定ホテル:トレスプンタス(スタンダード)、プエルタデ

ルソル(デラックス)

●１人部屋追加料金は、¥80,000となります。

※延泊の見積も承ります。

●成田または羽田空港から添乗員が同行します。

添乗員は観光行きに同行するため、8日目朝のホテルチェックアウトまのでご案内

となります。以後、空港係員がご案内します。

日程 内容 食事

機中

バジェネバド

バジェネバド

1

2

8

9

10

3

～

7

燃油サーチャージ目安は'19年3月現在¥35,000

チリとアルゼンチンのオフピステを滑る
バジェネバド&ペニテンテス11日間

機中

機中

渡航ビザ取得手続きについて
(北米乗り継ぎの場合に必要となります)

カナダ入国時にeTA、アメリカ入国時にESTAの事前申
請が必要になります。(eTA7ドル、ESTA14ドル)詳細に
つきましては、ご予約時にお送りする書類をご参照くだ
さい。

早

　 早割りキャンペーン
南米スキーコースでは、お申込手続きが出発日120日
前の場合10,000円、出発日90日前の場合5,000円を
旅行代金から割引いたします。
※お見積りのお客様(ツアーコードに#が付く場合)は適
用外となります。

早

午後・夕刻又は夜:成田または羽田発　　北
米乗継都市へ
̶̶̶̶̶日付変更線通過̶̶̶̶̶
午後・夕刻:北米乗継都市　　サンチャゴへ

午前：サンチャゴ着後、　（専用車）でサ
ンチャゴ市内観光へご案内。ランチは市場
でシーフードを楽しみます。
午後:バジェネバドのホテルへ。ホテルチェッ
クイン後は標高に体を慣らすためにゆっくり
と過ごします。　　　　

南米のトロワバレーと称されるエリアで滑
走をお楽しみください。ガイドがご案内し
ます。※丸山貴雄デモは４日目の夜到着予
定です。レッスンは５日目より行います。

丸山貴雄デモのレッスンをお楽しみくださ
い。状況に合わせてバジェネバド、エル・コ
ロラド、ラ・パルバでレッスンを行います。

午前：丸山貴雄デモのレッスンを行います。
午後：　（専用車）でサンチャゴ空港へ。
夕刻・夜：サンチャゴ発　　北米都市へ

北米経由都市　　成田へ
̶̶̶̶̶日付変更線通過̶̶̶̶̶

午後・夕刻：成田または羽田着

丸山貴雄と滑る
テクニカルキャンプinバジェネバド

11日間
¥719,000

旅行代金 出発日

SVXXX11T

8月15日（木）

●食事:朝食7回、昼食1回、夕食7回

●最少催行人員:8名

●利用予定航空会社:デルタ航空、アメリカン航空、エア・カナダ

●利用予定ホテル:トレスプンタス（バジェネバド）

●1人部屋追加料金は、¥80,000となります。

●成田または羽田空港から添乗員が同行します。

日程 内容 食事

機中

バジェネバド

バジェネバド

バジェネバド

2

9

10

11

1

5

～

8

3

・

4

燃油サーチャージ目安は'19年3月現在¥35,000

欲張りプラン

ブエノスアイレスから約3,200km、南米大陸の
南端フエゴ島に位置するウシュアイアは「世界最
南端の都市」として知られ、南極からわずか
1,000kmという距離から、南極観光の玄関口と
して世界各国から多くの観光客が集まります。港
や町なかには免税店が多数あり、散策も楽しい。
そんなウシュアイアに滞在し、世界最南端のス
キー場「セロ・カストール」へご案内します。スキー
ヤーとしての最終地点、さらに足を延ばしてみませ
んか。

利用ホテル　デラックスコース　

プエルタデルソル(バジェネバド)
4ツ星ランクのホテル。スキーイン&アウトができる最高の
立地です。広めのお部屋からはゲレンデ又はアンデスの山
が望めます。室内のミニバーも完備、レストランはフランス
料理・イタリア料理・チリ料理・無国籍ビュッフェの4つから
お選びいただけ夕食も毎晩異なるレストランで楽しめま
す。屋外温泉プールやラウンジ等、施設も充実しています。

利用ホテル　スタンダードコース

トレスプンタス(バジェネバド)
3ツ星ランクのホテル。値段重視の方にお薦めします。
近年改装され清潔感あるお部屋、最上階にあるバーは
夜遅くまで盛り上がるのでアフタースキーも楽しいで
す。レストランはホテル内のチリ料理、またはプエルタ
デルソル内の無国籍ビュッフェにご案内します。(バスタ
ブなし、シャワーのみのお部屋となります。予めご了承
ください。)

デルタ航空プレミアムエコノミー

デルタ航空ビジネスクラス

早スキー滑走7日
リフト券・スキーガイド毎日付

バジェネバドでアンデス山脈を滑った後は、ウシュアイアに足

を延ばして世界最南端のスキーエリアを滑りましょう。

午後・夕刻又は夜：成田または羽田発　　
北米乗継都市へ
̶̶̶̶̶日付変更線通過̶̶̶̶̶
午後・夕刻：北米乗継都市　　サンチャゴへ。

朝・午前：サンチャゴ着後、　（専用車）
でサンチャゴ市内観光へご案内。
ランチは市場でシーフードを楽しみます。
午後：バジェネバドのホテルへ。ホテルチ
ェックイン後は標高に身体を慣らすために
ゆっくり過ごします。

バジェネバドに滞在してエルコロラド、ラ
パルバを含む３つのスキーエリアをお楽し
みください。滑走５日間、毎日ガイドがご
案内します。

午前：　　専用車にてサンチャゴ空港へ。
サンチャゴ発　　ブエノスアイレスへ。　

午前：ブエノスアイレス市内観光にご案内
します。午後：ブエノスアイレス発　　ウシ
ュアイアへ。

セロ・カストールスキー場にて２日間の滑
走にご案内します。

午前：ウシュアイア発　　ブエノスアイレス
へ。夜：ブエノスアイレス発　　北米乗継
都市へ。

北米乗継都市　　成田へ
̶̶̶̶̶日付変更線通過̶̶̶̶̶

午後、または夕刻、成田又は羽田着

南米チリスキー+パタゴニアスキーの旅
バジェネバド&ウシュアイア14日間

スタンダード
¥887,000

14日間
デラックス
¥972,000

旅行代金
出発日

SVBUX14S　SVBUX14D

8月22日（木）

●食事:朝食10回、昼食1回、夕食10回

●最少催行人員:8名

●利用予定航空会社:デルタ航空、アメリカン航空、ユナイテッ

ド航空、エア・カナダ、アルゼンチン航空(南米内)

●利用予定ホテル:プエルタデルソル(デラックス)、トレスプン
タス(スタンダード)、ラファイエット（ブエノスアイレス）他、ヴ
ィラ・ブレシア（ウシュアイア）他

●１人部屋追加料金は、¥102,000となります。

●成田または羽田空港から添乗員が同行します。

日程 内容 食事

機中

機中

機中

ウシュアイア

ウシュアイア

バジェネバド

バジェネバド

ブエノスアイレス

1

2

8

9

12

13

14

3
～

7

10

～

11

燃油サーチャージ目安は'19年3月現在¥35,000

丸山貴雄デモ

バジェネバドでのレッスン
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TECHNICAL CAMP
海外スキーツアーのパイオニアとして培った40年のノウハウを、海外スキーキャンプでも惜しみなく
発揮いたします。 憧れのトップスキーヤーとのエキサイティングなコラボレーションによって、
幅広いニーズに合わせて他にはないプログラムばかりをラインナップしました。
スキーヤーたちの素晴らしい夢を現実にしていくことこそ、私たちの使命であり喜びです。

テクニカル・レッスンキャンプ

●P31～32ページのレッスンキャンプには、特に記載が無い限り、リフト券は含まれません。
　天候不順によってパンフレット記載の滑走日数分のレッスンが受講できなかった場合でもレッスン料等の返金はありません。　
●レッスンキャンプでは相部屋が人気です。相部屋についての詳細は、P24「案内とご注意」をご参照ください。

渡辺一樹と滑るエンジョイツアー in
マウントブラー8日間（土曜発）　サザンレイク8日間（日曜発）

渡辺一樹さんよりひと言
今年は例年のニュージーランドツアーに加えてオースト

ラリア・マウントブラーでのツアーも復活します。クィー

ンズタウンではその日の天候を考慮しながら特徴の異

なる4つのスキー場を楽しみます。マウントブラーでは広

大なスキー場の中で幅広くて長いバーンを使ってワンポ

イントレッスンを交えてご案内します。

一樹さんの今年のツアーはマウントブラーとクィーンズタウンの２本。マウントブラーではスキーイン・

スキーアウトで、クィーンズタウンではオークランド宿泊はせず、前日ギリギリまで効率よく滑走が可

能です。体に負担のかかりにくい滑り方を取得してより海外スキーを楽しみましょう！

●エンジョイキャンプ

●募集定員： 10名（最少催行人員8名）

●参加対象： 中級者以上

●リフトパスは含まれておりません。

●１人部屋追加料金： ¥129,000

●燃油サーチャージ目安は'19年3月現在￥35,000

参照ページ：P26サザンレイクスキーエリア8日間

●エンジョイキャンプ

●募集定員： 10名（最少催行人員8名）

●参加対象： 中級者以上

●リフトパスは含まれておりません。

●１人部屋追加料金： ¥70,000

●燃油サーチャージ込み

参照ページ：P26サザンレイクスキーエリア8日間

8月3日（土）～10日（土）成田発着　　　　　　　　　　　　　8月11日（日）～18日（日）成田発着

¥493,000 ¥497,000

中田良子と滑る
テクニカルキャンプ in サザンレイク8日間 （日曜発）

中田良子さんよりひと言
ワカティプ湖畔に面し、周りを山々に囲まれた美しい街「

クイーンズタウン」をベースに４ヶ所のスキー場を滑りま

す。スキー場の特色を生かしながらのロング滑走やプチ

オフピステも楽しんじゃいます♪もちろんレッスンもしっ

かり行いますよ。夏の日本を飛び出して冬のニュージーラ

ンドで思いっきりスキーを楽しみましょう！

今シーズンは８日間ツアーで滑走５日間の内容

となっております。帰国日は早朝クィーンズタウ

ン発のため、オークランドに宿泊することなく

帰国が可能なスケジュールとなりました。滑走

日数は変わらず、中田良子さんによるレベルに

合わせた的確なレッスンでレベルアップしまし

ょう。滑走は勿論のことアフタースキーもお楽

しみください！

●テクニカルキャンプ

●募集定員： 10名（最少催行人員8名）

●スキー滑走： 5日

●食事： 朝食5回、夕食2回

●利用予定航空会社： ニュージーランド航空

●利用予定ホテル： ノボテルクィーンズタウンレイクサイド（クィーンズタウン）

●参加対象： 中級者以上

●１人部屋追加料金： ¥70,000

参照ページ：P26サザンレイクスキーエリア8日間

8月18日（日）～25日（日）成田発着  ¥455,000

金子あゆみと滑る
テクニカルキャンプ in サザンレイク9日間（土曜発）

金子あゆみさんよりひと言
暑い暑い真夏の日本を抜け出して憧れのニュージーラン

ドスキーでレベルアップしませんか？昼間はみっちり

レッスン、夜はクィーンズタウンの滞在を楽しむのも海

外スキーの魅力のひとつです。皆様のスキーライフが

happyになるようにサポートさせていただきます！

今年も金子あゆみさんのキャンプを設定します！

2011年には全日本技術選を制し、今も常に入

賞し続ける金子さんのレッスンは国内でも高い

人気を誇ります。夏にスキルアップを目指した

い方にはうってつけのこのツアー、最終日には

オークランドにも滞在して最後の最後までスキ

ー談義に華を咲かせましょう。

●テクニカルキャンプ

●募集定員： 12名(最少催行人員8名)

●スキー滑走： 5日

●食事： 朝食6回、夕食2回

●利用予定航空会社： ニュージーランド航空

●利用予定ホテル： ハートランドホテル（クィーンズタウン）

●参加対象：中級者以上

●1人部屋追加料金： ¥80,000

日程は、P26ニュージーランド航空利用サザンレイクスキーエリア9日間コースを

ご参照ください。ただし、滞在ホテルはハートランドホテルとなります。

8月10日（土）～18日（日）成田発着   ¥488,000

8月15日（水）～25日（土）成田または羽田発着   ¥719,000

古瀬和哉と滑る
クラブフィールド8日間（土曜発）

古瀬和哉さんよりひと言
世界的にも類をみない世界一ワイルドなスキー場「クラ

ブフィールド」。国内・海外スキーで経験したフィールドと

はまったく別な経験がここではできます。ローカルガイド

の目線でクラブフィールドの魅力、システム、現地情報を

ご案内します。ここでの滑走は大きな刺激と最高の経験

になること間違いなしです。

元クラブフィールド現地ガイドで、現白馬カラー

スポーツでリードガイドを務める古瀬ガイドに

よる完全エスコートツアー。リフトが１つもな

く、ロープトウのみのスキーフィールドは他のス

キー場とは一味違った体験ができます。オフピ

ステのみが広がるエリアを、古瀬ガイドが毎日

とっておきの場所へご案内します。ロッジに滞

在し、滞在中はリフトパス、食事もすべてついて

いるので大変お得です。

●オフピステツアー

●募集定員： 12名（最少催行人員8名）

●スキー滑走： 5日　●リフト券： 5日付

●食事： 朝食5回、昼食5回、夕食5回

●利用予定航空会社：ニュージーランド航空

●利用予定ホテル： マツヒロロッジ、コロヘキロッジ、トップハット、

グレンソーンロッジ（クラブフィールド）、スディマホテル（クライストチャーチ）

●参加対象者： 中級者以上

●1人部屋追加料金：¥10,000（クラブフィールド滞在中は山小屋で男女別の相

部屋となります。）

●3名様で1部屋をご利用の場合、上記料金よりお1人様あたり¥9,000引きです。

8月31日（土）～9月7日（土）成田発着   ¥483,000

OZXXX08Y
燃油サーチャージ込み

OZXXA09A
燃油サーチャージ込み

OCOXC08S
燃油サーチャージ込み松沢寿・松沢聖佳と滑る

ジョイントキャンプ in サザンレイク8日間（日曜発）

松沢寿さん・松沢聖佳さんよりひと言
真夏に最適な環境で一緒にスキーを楽しみしませんか？

トレーニングとしてスキルアップしたいという方も、ニュー

ジーランドスキーを楽しみたいという方も、2名の講師

で皆様のご希望に合わせたスキーをご提案いたします。

アフタースキーやお買い物、観光も楽しめるニュージー

ランドスキーに出かけましょう！

クィーンズタウンレッスンツアーは成田発着8日

間。最終日もクィーンズタウンで最後まで滑走

できるため、ギリギリまでゲレンデでトレーニン

グをすることが可能です。松沢寿・松沢聖佳両

名による手厚いレッスンの元、レベルアップを

図りましょう！

●テクニカルキャンプ

●募集定員： 20名（最少催行人員12名）

　※最少催行人数を下回ってキャンプを催行した場合には講師は1人となります。

●スキー滑走： 5日

●食事： 朝食5回、夕食2回

●利用予定航空会社： ニュージーランド航空

●利用予定ホテル： ノボテルクィーンズタウンレイクサイド（クィーンズタウン）

●参加対象： 中級者以上

●1人部屋追加料金： ¥70,000

参照ページ：P26サザンレイクスキーエリア8日間

8月11日（日）～18日（日）成田発着   ¥498,000

OZXXX08M
燃油サーチャージ込み

サザンレイク9日間マウントブラー8日間 OBXMX08Z OZXXX08Z

丸山貴雄と滑る
テクニカルキャンプ in ワナカ9日間（土曜発）

丸山貴雄さんよりひと言
今年もワナカでテクニカルキャンプを開催します！レッス

ンに最適な、圧雪されて幅の広い斜面を多く備えるトレブ

ルコーン、カドローナ。この2つのスキー場に近いワナカ

を滞在拠点としながらスキーに集中できる環境でレッス

ンを行います。皆さんのご参加おまちしています。

毎年､海外各地でキャンプを行っている丸山デ

モによるニュージーランドキャンプ。レッスンの

内容を全てビデオ撮影、夜のビデオレッスンは

もちろんデータもお持ち帰りいただけます。今

回はカンタス航空利用をベースに、ニュージー

ランド航空利用もお選びいただけるようになり

ました。１番人気のキャンプ、ぜひお早めにご検

討下さい！

●テクニカルキャンプ

●募集定員： 12名（最少催行人員8名）

●スキー滑走： 5日

●食事： なし（アパートメント滞在）

●利用予定航空会社： カンタス航空

●利用予定ホテル： クリアブルックアパートメント（ワナカ）、

●参加対象：上級者

●カンタス航空の預け荷物制限は荷物2個合計30kgまでです。

●ニュージーランド航空利用希望（オークランド1泊付き、丸山デモも宿泊）の方

は上記旅行代金に￥41,000の追加料金で承ります。（預け荷物制限：23kgまで

の荷物を2個まで。）

日程は、P26カンタス航空利用スキーヤーズサザンレイクスキーエリア7日間コー

スをご参照ください。ただし、滞在地はワナカ、滑走は5日間となります。

8月10日（土）～18日（日）羽田発着   ¥497,000

OWXXX09TH
燃油サーチャージ込み

丸山貴雄と滑る
テクニカルキャンプ in 南米11日間（水曜発）

丸山貴雄さんよりひと言
ついに南米でのキャンプ開催が決定しました！長年南米

でのスキー、レッスンを思い描いていましたが、いよいよ

今年テクニカルキャンプを行います！標高が高いため雪

質も良く、ロングコースを楽しめるチリ・バジェネバド。南

米ツアーでもビデオを使ってのレッスンを行いますので、

ぜひワンランク上を目指しましょう！

丸山貴雄さんによるテクニカルキャンプをつい

に南米でも開催します！これまでNZ、オースト

リア、カナダにてキャンプを開催していました

が、ついに南米ツアーも設定！標高3,000mが

ベースのチリ・バジェネバドに滞在し、貴雄さん

によるレッスンが4.5日、それ以外のフリー滑走

が2日間付いています。雪質の良いバジェネバ

ドでワンランク上を目指しましょう！

●テクニカルキャンプ

●募集定員： 12名（最少催行人員8名）

●スキー滑走： 6.5日(リフト券毎日付)

●食事： 朝食7回、昼食1回、夕食7回

●利用予定航空会社： デルタ航空、アメリカン航空、エア・カナダ

●利用予定ホテル： トレスプンタス(バジェネバド)

●参加対象：上級者

日程はP30『丸山貴雄と滑るテクニカルキャンプinバジェネバド』コースをご覧く

ださい。

OWXXA09TH
燃油サーチャージ込み
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 6　出発当日

■最終案内書に記載された集合場所・時間に遅れない
よう余裕をもってご集合ください。
■Eチケット控え(電子航空券)や海外旅行傷害保険証(当
社で加入された方)は、空港の委託係員より手渡します。
※成田・羽田・札幌・名古屋・伊丹・関西・福岡空港以外で地方国内線をご利
用の方にはご出発までに直接ご自宅宛にEチケット控え・海外旅行傷害保険
証を送付します。

フェロースキーで
お出かけの皆様へ
お申し込みの際に必ずお読みください

フェロースキーご旅行条件(要旨)
この旅行は株式会社フェロートラベル(東京都渋谷区道玄坂
2-16-8観光庁長官登録旅行業664号、以下当社といいます)が企
画・運営・管理・主催するものです。参加されるお客様と当社が締
結する契約事項につきましては下記の旅行条件をご参照くださ
い。なお詳細については、当社旅行業約款および別途お渡しする
旅行日程表によります。※以下の旅行条件は2018年1月10日を
基準としております。その他の詳細につきましては別紙の旅行条
件書をお読みください。

1.旅行のお申込み
(1)当社所定の申込用紙に必要事項を記入の上、申込金をそえお
申込みください。申込書と申込金を受領した時点で旅行契約が成
立します。申込金は旅行代金の一部として繰り入れられます。
(2)当社は電話による予約申込を受け付けます。この場合、電話に
よる予約申込の翌日から起算して7日以内に申込書と申込金を提
出していただきます。この期日までに申込書と申込金が提出され
ない場合は、予約はなかったものとして取扱います。

2.申込金
旅行代金 申込金(おひとり)

全コース 50,000円以上旅行代金まで

3.旅行代金のお支払い
旅行代金は出発日の45日前までにお支払いください。

4.変更補償金

1.「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日
までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、
当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場
合をいいます。2.(4)または(6)に掲げる変更が1乗車船等又
は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船等又は1泊
につき1変更として取り扱います。3.(7)に掲げる変更につい
ては、(1)から(6)までを適用せず、(7)によります。

5.お客様の責任
(1)お客様の故意又は過失により当社が損害を被ったときは、当社
はお客様より損害の賠償を申し受けます。
(2)お客様は、募集型企画旅行契約を締結するに際しては、当社
から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の募集型企
画旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
(3)お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行
サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サ
ービスが提供されたと認識したときは、旅行地において速やかに
その旨を当社、当社の手配代行者又は当該旅行サービス提供者に
申し出なければなりません。

6.お客様の解除権
(ア)お客様は次に定める取消料をお支払いいただくことにより、い
つでも旅行契約を解除することができます。

●上記の解除期日が日曜・祝日など当社の非営業日に当たる場
合、その次の営業日の解約となります(例えば旅行開始日の前日よ
り起算して31日前が日曜(非営業日)に当たる場合、30日前の翌月
曜の解除の取扱いとなり、規定の取消料が発生します)。なお、解
除の連絡は必ず営業時間内にお電話にてお願いいたします(メー
ル、FAX等不可)。●特定コースおよび繁忙期(※7/20～8/31)に
旅行を開始する旅行の場合、旅行開始日の前日より起算してさか
のぼって40日前から31日前まで旅行代金の10%(ただし5万円を
上限とする)、また無連絡不参加の場合100%の取消料を申し受
けます。

7.旅程管理
当社は、お客様に対し次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ
円滑な旅行の実施を確保することに努力致します。ただし、当社
がお客様とこれとは異なる特約を結んだ場合には、この限りでは
ありません。
(1)お客様が旅行中旅行サービスを受けることができない恐れが
あると認められるときは、旅行契約内容に従った旅行サービスの
提供を確実に受けられるために必要な措置を講ずること。(2)(1)
の措置を講じたにもかかわらず、又は、「旅行内容の変更」の項で
述べた事由その他何らかの事由により、契約内容を変更せざるを
得ない場合において、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行
日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めるこ
と。また、旅行サービスと同様のものとなるように努めることな
ど、募集型企画旅行契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力
すること。なお、上記の業務は同行する添乗員によって行わせま
すが、添乗員が同行しない場合には、現地において当社に代わっ
て手配を代行させる者(以下、手配代行者といいます。)により行わ
せ、その者の名称及び連絡先は最終日程等の旅行書面に明示致し
ます。

8.当社の解除権
(1)お客様が当社の決められている期日までに旅行代金のお支払
いがないときは、お客様が旅行に参加される意思がないものとみ
なし、当社はその翌日旅行契約を解除することがあります。この場
合は表に定める解除期日相当の取消料と同額の違約金をお支払
いいただきます。
(2)お客様が当社のパンフレットに明示した最少催行人員に達し
なかったとき、この場合は旅行開始日の前日より起算してさかのぼ
って23日目にあたる日より前に旅行中止のご連絡をいたします。(
特定コースおよび7/20～8/31の繁忙期に旅行を開始するものに
ついては33日目)
(3)天災地変、戦乱、運輸機関等における旅行サービス提供の中
止、日本または外国の官公署の命令その他当社の管理できない事
由により、パンフレットに表示した旅行の安全かつ円滑な実施が
不可能となり、または不可能となる恐れが極めて大きいとき。

お振込み口座
●三菱東京UFJ銀行四谷三丁目支店:当座預金0321256
●りそな銀行市ヶ谷支店:当座預金0053839
●三井住友銀行麹町支店:当座預金0264514
●みずほ銀行渋谷支店:普通預金8098364
◎振込口座名:(株)フェロートラベル
※銀行振込手数料はいずれもお客様のご負担となりますので、ご了承ください。

※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。

※クレジットカードでのお支払いも可能です。詳しくはお問い合わせください。

(1)契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終
了日の変更。

(2)契約書面に記載した入場する観光地または
観光施設(レストランを含みます。)その他の旅
行の目的地の変更。

(3)契約書面に記載した運送機関の等級又は設
備のより低い料金のものへの変更(変更後の等
級および設備の料金の合計額が契約書面に記
載した等級および設備のそれを下回った場合に
限ります。)

(4)契約書面に記載した運送機関の種類又は会
社名の変更。

(5)契約書面に記載した本邦内の旅行開始地た
る空港又は旅行終了地たる空港の異なる便へ
の変更。

(6)契約書面に記載した本邦内と本邦外との間に
おける直行便の乗継便又は経由便への変更。

(7)契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名
称の変更。

(8)契約書面に記載した宿泊機関の客室の種
類、設備、景観その他の客室の条件の変更。

(9)上記の(1)～(6)の変更のうち契約書面のツ
アー・タイトル中に記載があった事項の変更。

変更補償金の支払いが必要となる変更
一件あたりの率

旅行開始前 旅行開始後

1.5%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

1.0%

2.5%

3.0%

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

2.0%

5.0%

旅行契約の解除期日 取消料

ご出発日が繁忙期※の場合 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%

お申し込みからご出発まで
確実にお客様の予約を確保するため、出発45日
前までにご予約ください。
45日前までのご予約であっても、出発日によっては満席となるなど募集を締

め切る場合があります。南米コースは2ヶ月前までのご予約をお薦めします。

 1　予約と申込手続き

■電話で残席をご確認の上、予約をしてください。
※参加される方全員のフルネームとパスポートと同じお名前の英字綴りをお
知らせください。
※パスポートと同じつづりの名前でご予約ください。特にハネムーナーの方
は新姓・旧姓にご注意ください。
(一文字違っただけでも出発(搭乗)出来ない場合があります。)

■当社から「予約確認書」「旅行参加申込書」「請求
書」「海外旅行傷害保険申込書」など書類一式を送付
いたします。
■仮予約後7日以内に、各申込書を返送してください。
また予約確認書記載の期日までに所定の申込金又は旅
行代金全額を当社指定の銀行にお振り込みください。
■20歳未満の方が単独でご参加いただく場合は「保護
者の同意書」、75歳以上の方がご参加いただく場合は
「健康アンケート」の提出をお願いしております。
※旅行契約は、申込書と申込金、または旅行代金を当社で受理・確認した時
点で成立します。尚、申込金は旅行代金の一部に充当されます。
※予約後、7日たっても申込書と申込金が確認されない場合は予約は無かっ
たものとして取り扱うことがあリます。
※お申込金・海外旅行傷害保険、旅行代金のお支払いは、銀行送金のみとな
りカードや各種ギフト券等でのお支払いはできませんのでご注意ください。
※銀行からの送金の際、代表者のお名前で人数分まとめてのお振込みも可能
です。ただし、会社名や参加される方以外のお名前で振り込まれた場合は、
当社までご連絡ください。

 2　渡航手続き

■パスポートや査証(ビザ)(必要な場合)などの渡航手
続きは基本的にお客様ご自身で行っていただきます。
手続きに関するアドバイスが必要な方は、遠慮なくお申
し付けください。
■予約の時点でパスポートをお持ちで無い方、切リ替え
申請等を行った方は、取得でき次第「パスボート番号・
有効期限」をご連絡ください。
■訪問国により必要なパスポート残存有効期限が異な
りますが、ご出発日から有効期限が6ヶ月未満の場合は
更新をお薦めします。
■年齢による割引特典を利用される方は、パスポート
のコピーの提出が必要です。■外国籍の方は、訪問国
によって査証(ビザ)が必要となる場合があります。必ず
お間い合わせください。

 3　残金のお支払い

■お申込金のみご入金いただいたお客様は、「仮予約
確認書」とともにお渡ししている「請求書」記載の期日
までに、残りの金額(保険をお申込みの方は保険料を合
算して)をお振込みください。基本的に当社からは残金
の請求書はお送りいたしません。
※ご旅行残金・海外旅行傷害保険のお支払いは、銀行送金のみとなりカード
や各種ギフト券等でのお支払いは出来ませんのでご注意ください。
※銀行振込の控えをもって当社の領収書とさせていただきます。
※ご入金の確認として、後日ハガキにて入金確認の通知をお送りいたします。

 4　最終案内の送付

■出発の14日～7日前までに、集合案内・利用運送機
関/宿泊機関を記載した最終ご旅行案内書類をお送り
します。特別な事情により7日前以降となる場合もあり
ます。

 5　出発準備

■荷物の準備■空港宅配便の予約■リムジンバス、各
特急電車、空港周辺駐車場等の予約■クレジットカー
ドの準備など■外貨の購入(羽田/成田/関西/中部など
空港内の銀行で両替可能です。)
※一般的にニュージーランドの空港や街中では、日本国内よりも割安でニュ
ージーランドドルを購入できます。
※海外ではホテルによりチェックイン時にクレジットカードの提示を求められ
る場合があります。(個人的な支出等の保証確認のため)

旅行企画・実施
株式会社フェロートラベル

観光庁登録旅行業第664 号
社団法人日本旅行教会（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。

お問合わせ・お申込みは                　                             　http://www.fellow-travel.co.jp

TEL 052-569-1071
FAX 052-569-1080
 〒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

TEL 03-5489-5026
FAX 03-5489-6300
 〒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

TEL 06-6347-8980
FAX 06-6347-8986
 〒530-0002 
 大阪府大阪市北区曽根崎新地2-3-13 
 若杉大阪駅前ビル6F

フェロースキー

営業時間 ※12月1日～12月31日、1月4日～8月31日(日･祝日、1月1日～3日休業)　　平日10：00～18：00　土曜日10：00～15：00
 ※9月1日～11月30日       平日10：00～18：00(※火･木曜日は21：00まで営業、日・祝日は10：00～15：00まで電話営業いたします) 土曜日10:00～15:00

営業時間 平日10：00～18：00 土曜日10：00～15：00 日･祝日休業

九州全域・山口県にお住まいのお客様へお問合せ専用
ダイヤルとして、フリーダイヤルをご用意いたしました。
※当フリーダイヤルは、（株）フェロートラベル大阪支店へ
　転送され、上記営業時間内にてご利用いただけます。

0120-260-162
東京本社 大阪支店 名古屋営業所 九州･山口フリーダイヤル

2019年南半球（ニュージーランド、南米）スキーセミナー、スノーフェスタのお知らせ
F E L L O W  I N F O R M A T I O N

南半球スキーセミナー     入場無料・要予約

1.映像を使った説明
2.スキーツアーのガイダンス
3.ベテランエスコートによるツアーカウンセリング

海外スキー専門店ならではの豊富な知識と資料をもとに、映像を使ってわかりやすくご説明いたします。

ベテランスタッフより、パンフレットやWEB だけでは伝わらない生の体験情報をお届けします。

ツアー初参加の方からリピーターまで、ぜひご参加ください。

南半球スノーフェスタ
毎年大好評のフェロースノーフェスタを、今年も開催!

有名スキーヤーによるトークショーをはじめ、ニュージー

ランドスキーツアーご招待や豪華賞品が当たる大抽選会

など、内容もますます充実!
当日は席に限りがありますので事前にお電話にてご予約ください。

 4月12日(金)  19:00-21:00
東　京 シダックス・カルチャーホール
 JR渋谷駅（ハチ公口改札）より徒歩約8分

 4月13日(土)  14:00-16:00
名古屋 安保ホール 501AB
 JR名古屋駅（桜通口）より徒歩約3分

 4月14日(日)  14:00-16:00
大　阪 ブリーゼプラザ 803+804
 JR大阪駅（桜橋口）より徒歩約5分

スノーフェスタ・スキーセミナーは、座席に限りが
ございますので、事前に予約のうえご来場ください。
予約電話番号

東　京 03-5489-5026
大　阪 06-6347-8980
名古屋 052-569-1071

各会場の地図・お申し込み
https://www.fellow-travel.co.jp/ski/https/event.html

入場無料
要予約

同シーズン複数回
ご参加割引!!
2018年10月1日～2019年9月30日の期間に

出発の、フェロートラベルのご旅行(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、パッケージ商品・個人旅行商品問

わず)に複数回ご参加いただいたお客様を対象

に、割引をいたします。

●期間中2回目.....................5,000円引き
●期間中3回目以降は1回毎.10,000円引き

※但し、キャンペーン商品(カナダ初滑り、韓国ツ
アー等)は参加回数に含まれますが、割引対象外
となります。
※特典については本人に限り、国内イベントは対
象外です。

東　京

 2/12 (火) 14:00-16:00　　　  ㈱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
 2/23 (土) 13:30-15:00（NZ） ㈱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
    15:00-16:00（南米）

  5/11 (土) 13:30-15:00（NZ） ㈱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
    15:00-16:00（南米）

大　阪

 2/23 (土) 13:30-15:00（NZ） ㈱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
    15:00-16:00（南米）

  5/11 (土) 13:30-15:00（NZ） ㈱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
    15:00-16:00（南米）

名古屋
 3/2 (土) 14:00-16:00 ㈱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

  5/11 (土) 14:00-16:00 ㈱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

甲　府★ 3/2 (土) 15:00-17:00 Mt.石井スポーツ甲府店 甲府駅からバス・タクシー

長　野★ 3/3 (日) 15:00-17:00 Mt.石井スポーツ長野店 JR長野駅（善光寺口）より徒歩約1分

広　島★ 3/24 (日) 15:00-17:00 Mt.石井スポーツ広島店(店舗内） 広島電鉄「紙屋町西」、「紙屋町東」電停から徒歩約1分

八王子 3/29 (金) 19:00-21:00 八王子市学園都市センター第2セミナー室 JR八王子駅(北口）徒歩約2分

福　岡★ 3/31 (日) 13:00-15:00 天神ビル11階会議室5号会議室 地下鉄天神駅（直結）徒歩約1分

静　岡★ 4/6 (土) 15:00-17:00 CSA貸会議室・レイアップ御幸町ビル5階5-A JR静岡駅(北口）徒歩約3分

長　岡★ 4/6 (土) 15:00-17:00 Mt.石井スポーツ長岡店 JR長岡駅より車で約7分

新　潟★ 4/7 (日) 15:00-17:00 Mt.石井スポーツ新潟店 JR新潟駅（南口）より徒歩約15分

札　幌★ 4/20 (土) 13:00-15:00 ACU（アスティ45内）1207 札幌駅（南口）より徒歩5分（地下直結）

神　戸★ 4/20 (土) 14:00-16:00 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　

仙　台★ 4/20 (土) 14:00-16:00 Mt.石井スポーツ仙台泉店 地下鉄泉中央駅よりバス10分、泉インターより車で5分

旭　川★ 4/21 (日) 13:00-15:00 大雪クリスタルホール第1会議室 JR旭川駅より「大雪アリーナ前」バス停下車

岐　阜★ 4/21 (日) 13:00-15:00 じゅうろくプラザ研修室1 JR岐阜駅（隣接）徒歩約2分

横　浜 5/12 (日) 14:00-16:00 崎陽軒本店6階2号室 JR横浜駅中央東口より徒歩約2分

※★マークが付いている会場では北半球のスキーセミナーも開催します。
開催時間は下記の通りです。

10:00-12:00　福岡・旭川・岐阜
11:00-13:00　札幌・神戸・仙台
13:00-15:00　甲府・長野・広島・長岡・新潟

33 NEW ZEALAND SOUTH AMERICA   34


