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ネイチャー・パラダイス、マレーシアへようこそ！
豊かな自然と多彩な文化に満ちたマレーシアは、世界中から多くの観光客が訪れる注目のデスティネーション
です。多民族・多文化が楽しめるマレーシアはアジアの魅力がつまっており、
「マレーシア・トゥルーリー・アジア」

（マレーシアは本当のアジア）と親しまれ海外からのお客様を歓迎しております。
手付かずの自然と野生動物に出会えるマレーシアは世界屈指のネイチャーパラダイスです。東南アジア最
マレーシア政府観光局

ナズリ・シャハルディン氏

高峰ともいわれるキナバル山や約1億3千万年といわれる世界最古の熱帯雨林に包まれたタマンネガラ国
立公園、またバードウオッチングでも人気がある高原リゾート、フレイザーズ・ヒルなど、自然を楽しむスポット
が豊富に揃っているのもマレーシアの特徴です。またマレーシアはロングステイ財団調査で住みたい国と
して12年連続1位にも選ばれています。是非、マレーシアに訪れその素晴らしさをご体験ください。

「ようこそマレーシアへ！」皆様のお越しを心よりお持ち申し上げております。
美しい氷河湖が点在するカナディアン・ロッキー

セリャランフォスの滝（アイスランド）

創業50周年特設ホームページ
e-mail: info@alpine-tour.com http://www.alpine-tour.co.jp
http://www.alpine-tour.com

旅行企画・実施
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※ツアー・カタログはお電話、または E-mail にてご請求ください。
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地球の原風景が残る北の島で、軽ハイキングと花を楽しむ

世界遺産

火と氷の島アイスランド
白夜に訪ねる南北周遊の旅 10日間

雄大な氷河と苔むした溶岩地帯、個性的な滝の数々と、美しい緑の草原、温
泉や間欠泉、地球上で最も個性的な景観が展開するアイスランドの大地
を、美しい白夜の季節に訪れます。南から北へと周遊しながら、計4回の軽ハ

フーサヴィーク

イキングを楽しみます。
６月は可憐な花との出会いも魅力です。

アークレイリ
ミーヴァトン

アイスランド
レイキャーヴィーク

ゲイシール

ケプラヴィーク空港

キルキュバイヤルクロイストゥル
ヴィーク

▲ブルーラグーン
（７日目）

▲アイスランド北部ミーヴァトン周辺の溶岩台地をハイキング
（６日目）

白夜の淡くやさしい光のもと、
雄大な自然景観を堪能する旅
北大西洋に浮かぶアイスランドは、雄大な氷河と豊富な火山、個性的な滝
の数々と温泉、間欠泉、地熱地帯など地質や自然の驚異に満ち溢れおり、
世界でも類を見ない風景に出会えることから、近年、特に世界中からの観

▲セリャランスフォスの滝
（２日目）

▲コケマンテマの花

極地ならではの淡く優しい光が雄大な自然を包み込む特別な季節です。

▲愛らしい海鳥パフィン

▲ヨークルスアゥルロゥンの氷河湖
（３日目）

▲緑美しい６月のアイスランドの大地

▲シンクヴェットリール国立公園
（４日目）

▲ゲイシール間欠泉
（４日目）

光客の人気を集めます。このコースでは、アイスランドを代表する雄大な
氷河や滝や溪谷などが豊富に展開するアイスランド南部からスタートし、
ゴールデンサークルと呼ばれるアイスランドのハイライトを通って、雄大な
溶岩台地が広がる北部にまで足を伸ばす周遊の旅で、アイスランドの大
地の息吹を感じる旅になるはずです。日程の真ん中（５日目）にちょうど、
１年で１番日が長い夏至の日がくるように設定しました。 白夜の季節は、
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日程

▲クヴェラーヴェトリル地熱地帯のハイキング
（５日目）

発着地
歩行時間

東京・大阪・名古屋

deeee

出発日〜帰国日

旅行代金

6/ 18㈫〜 6 / 27 ㈭ ¥920,000

ggg

宿泊施設

1

2

朝2景勝地が連続する南海岸周遊へ出かけます。滝の
裏側を歩けるセリャランスフォス滝、
「森の滝」
を意味す
レイキャヴィーク発
るスコゥガフォス滝、圧巻の柱状節理が見られるレイニス
南海岸周遊①
フィャットル、アイスランド本島最南端デイルホゥラエイ
キルキュバイヤル
岬などを経て、南部のキルキュバイヤルクロイストゥル近
クロイストゥル近郊着
郊のゲストハウスへ。
qre【キルキュバイヤルクロイストゥル近郊泊 L】

3

朝2ヨーロッパ最大の氷河で氷冠に分類されるヴァトナ
キルキュバイヤル
ヨークトル氷河の南部地域へ。氷山の浮かぶヨークルス
クロイストゥル近郊発
アゥルロゥン氷河湖畔を散策します。
南海岸周遊②
午後、0まるでパイプオルガンのような柱状節理から
スヴァルティフォス滝
流れる滝スヴァルティフォスへの往復ハイキング
（徒歩２
ハイキング
時間）
。2ヴィーク近郊のゲストハウスへ。
ヴィーク近郊
着
qre【ヴィーク近郊泊 L】

4

朝2ケリズ火口湖へ。0火口湖を見下ろす展望地ま
ヴィーク近郊
発 で往復ハイキング（徒歩約40分）
。2その後、地溝帯
ギャウで世界的に知られる世界遺産シンクヴェット
ケリズ火口湖
ハイキング
リール国立公園へ。0北米大陸プレートとユーラシ
ア大陸プレートの間の裂け目を歩き、バイキングの議
世界遺産
（徒歩約２時間）
。その後、
“黄金の滝”
シンクヴェットリール 会跡を訪れます
国立公園ハイキング グトルフォス滝と間欠泉ゲイシールを訪ねます。2
ゲイシール近郊 着 ゲイシール近郊のゲストハウスへ。
qre【ゲイシール近郊泊 L】

5

午前2
“温泉平原”
という意味のクヴェラーヴェトリル地
ゲイシール近郊 発
熱地帯へ
（2.5時間）
。0自然保護区に指定され色彩や
クヴェラーヴェトリル
形態に特徴がある温泉が湧き出すエリアをハイキング
地熱地帯ハイキング
（徒歩約１時間）
。その後、専用車にてアークレイリへ
（３時
アークレイリ
着
間）
。
qre【アークレイリ泊 H】

6

午前2“神々の滝”ゴーザフォスと火山活動で形成さ
アークレイリ
発 れた複雑な溶岩迷路ディムボルギルを見学します。
溶岩台地ハイキング 午後、0ミーヴァトン湖周辺の溶岩台地をハイキン
。ハイキング終了後2ミーヴァトン
ミーヴァトン
着 グ（徒歩約２時間）
へ。
qre【ミーヴァトン泊 H】

lk

出発日限定・特別企画

●燃油サーチャージ
（2018年12月20日現在：28,000円～35,000円が別途必要です。
今後変更となる場合はご旅行代金ご請求の際にご案内いたします。
●ツアーリーダー：日本から日本まで全行程同行します。発着地によってはツアーリーダー
が全行程同行します。 ●最少催行人数：12人 ●食事：朝8回、
夕7回
●一人部屋利用追加料金：￥192,000
（日程２日目のロッジ泊を除く）
●利用予定ホテル：Bクラス以上。 ●利用予定航空会社：フィンエアー、
スカンジナビア
航空、
ブリティッシュ・エアウェイズ、
日本航空

ミーヴァトン

7

発

ホエール・
ウォッチングクルーズ
アークレイリ

▲ヒョロダロフィールの美しい渓谷
（２日目）

スケジュール / 食 事【 宿 泊 地 】

午前、東京・大阪・名古屋発1ヨーロッパ内都市で乗り継
各地
発
ぎ、
アイスランドのケプラヴィークへ。着後2専用車でレ
ケプラヴィーク着/発
イキャヴィークへ
（1時間）
。
レイキャヴィーク着
tr【レイキャヴィーク泊 H】

各地からの日本国内線はお問い合わせください。
宿泊高度

発着地

着

午前2港町フーサヴィークへ。到着後、船に乗って、人
気のホエール＆バードウォッチング・クルーズに出か
けます。イルカやパフィンなどにも遭遇するチャンス
があります。
午後、2アークレイリに戻ります。
qre【アークレイリ泊 H】

8

朝2ブルーラグーンへ
（６時間）。午後、ミネラルたっ
アークレイリ
発
ぷりのアイスランド式露天温泉ブルーラグーンをお
ブルーラグーン
楽しみ下さい。その後2レイキャヴィークに戻りま
レイキャヴィーク着
す。
qwe【レイキャヴィーク泊 H】

9

朝2ケプラヴィーク空港へ
（１時間）
。
レイキャヴィーク発 朝、ケプラヴィーク発1ヨーロッパ内都市で乗り継
qrt【機中泊】
ぎ、
東京・大阪・名古屋へ。

10 各地

着 午前、
東京・大阪・名古屋着。

※航空会社の都合や現地事情により日程は一部変更される場合があります。

▲船で野性動物を求めてクルーズ
（７日目）

▲スコゥガフォスの滝
（２日目）

▲花咲く南海岸線
（２日目）

▲雄大なヴァトナヨークトル氷河
（３日目）

▲大地を彩る花

▲レイニスフィャットルの柱状節理
（２日目）

▲地熱地帯のハイキング
（５日目）
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新企画 【創業50周年記念特別企画／カナダAコース】

太古の森ハイダ・グワイからバンクーバー島へ。
インサイド・パッセージの旅 10日間

カナダの太平洋岸に浮かぶ島々ハイダ・グワイとバンクーバー島を巡る新企画の登場で
す。原生の温帯雨林が残るハイダ・グワイでは、古代の神話を語り、海や森とともに生きた

ハイダ・グワイ

先住民ハイダ族の史跡や森を歩きます。氷河によって浸食されたフィヨルドや雄大なコース

（クイーンシャーロット諸島）

ト山脈が広がるインサイド・パッセージを航海してバンクーバー島を目指す船旅も魅力です。

プリンスルパート
サンドスピット

ブリティッシュ・
コロンビア州

太平洋
ポートハーディ

アルバータ州
ジャスパー

キャンベルリバー

バンクーバー島

バンクーバー

ビクトリア

バンフ

ワシントン州

▲内海航路ではシャチに出会うことも

▲ハイダ・グワイからバンクーバー島までインサイド・パッセージの船旅を楽しむ

太平洋に浮かぶ島々「ハイダ・グワイ」
旅の始まりはカナダ西部の太平洋に浮かぶ島々 「ハイダ・グワイ」です。
かつてはクイーン・シャーロット諸島と呼ばれていましたが、 2010 年に
先住民族ハイダ族の言葉で「人々の島」を意味する本来の名前に戻され
ました。島は年間を通して降り注ぐ豊富な雨に恵まれ、悠久の時に育まれ
た太古の森が広がります。ハイキングでは太平洋を見下ろす景色が見ご

▲ハイダ族の歴史や文化を学ぶ

▲サンドスピットに3連泊

たえのあるナイクーン州立公園や、ヒノキやモミの針葉樹林と苔むす森を
抜けるドーバー・
トレイルを歩き、一万年以上も前からハイダの人々と共に
あった命の土地を巡ります。4日目は小型ボートを利用して島々の間を巡
りながら、かつてハイダ族が暮らした地「クーナ」を訪れます。ハイダ族は
文字を持たないため、彼らの文化は世代から世代へと口承により語り継が
れてきました。霊的なものを重んじたハイダ族文化の最高峰である「トー
テムポール」や史跡を巡り、彼らの生命観やアイデンティーに迫ります。

ⒸGuy Kimola

▲ヘリテージセンターへ
（2日目）

ⒸDestination BC Grant Harder

▲ハイダ族の伝統を引き継ぐ人々

▲クーナで出会ったクロミヤコドリ

ⒸDestination BC Grant Harder

▲ハイダ・グワイの島々をボートで巡る
（4日目）

▲トーテムポールに彫られたハイダ族の神話の世界
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▲ナイクーン州立公園のトゥ・ヒルへ
（2日目）

。

日程

ⒸDestination BC

Reuben Krabbe

歩行時間

東京

1

2

2専用車と5定期船に乗り、対岸の街スキッドゲートへ。
ハイダ・グワイの博物館にて先住民の歴史や文化に関す
サンドスピット滞在 る展示物を見学。午後はハイダ・グワイ北端のナイクーン
ナイクーン州立公園 州立公園へ。
ハイキング
0海が見える高台を目指す、
トゥ・ヒルのハイキングへご
案内します
（徒歩約2〜3時間）
。
qwe【サンドスピット泊 L】

3

出発日〜帰国日

宿泊高度

ggg

宿泊施設

lk

5

朝、5プリンス・ルパートに到着。ポートハーディ行きの
フェ
リーに乗り換えます。島々の間を縫うように航海する
プリンス・ルパート着／発
フェリーからは、広大なフィヨルドの景色を楽しむことが
BCフェリー 2日目
できます。
またシャチ、
クジラ、
アザラシなどの海洋生物に
遭遇するチャンスもあります。
rrr【船中泊】

6

朝、5バンクーバー島のポートハーディに到着。
2専用車でアッパー・キャンベル・レイクへ
（約3時
ポートハーディ着／発
間）
。午後、山に囲まれたアッパー・キャンベル・レイク
BCフェリー 3日目
にてカヌー体験をお楽しみください。
キャンベルリバー着
その後、2専用車でキャンベルリバーへ。
rwe【キャンベルリバー泊 H】

5/ 20㈪〜 5 / 29 ㈬ ¥548,000

フェリーでインサイド・パッセージを巡り
バンクーバー島へ

7

なるハイダ・グワイから、バンクーバー島までの航路を南下します。この

8

フェリーは決して豪華客船ではありませんが、デッキに上がれば、周囲に
は氷河の浸食よって創り出された美しいフィヨルドや、雄大なコースト山脈
の景色を堪能することができます。また、条件が良ければ、アザラシやク
ジラなどの海洋生物に遭遇するチャンスがあるかもしれません。フェリー
はバンクーバー島最北端のポート・ハーディーに到着。専用車で陸路を南

2専用車でビクトリアへ
（約3時間）
。
キャンベルリバー発
0クリスマス・ヒルのハイキングにご案内します。展
ビクトリア
着
望地からは、アメリカのオリンピック山脈やカスケー
クリスマス・ヒル
ド山脈を望むことができます（徒歩約2〜3時間）
。
ウォーク

qwe【ビクトリア泊 H】

インサイド・パッセージとは、バンクーバーからアラスカ南西部までの太平
洋沿岸の島々を繋ぐ「内海航路」を指します。 旅の中盤ではその一部と

ドーバートレイル
ハイキング

2専用車でサンドスピット郊外へ。
0ドーバートレイルのハイキングへご案内します。苔む
す森や巨木など、独特の景観が広がるコースです
（徒歩
qwe【サンドスピット泊 L】
約2時間）
。

4

旅行代金

●燃油サーチャージ
（2018年12月20日現在：目安約28,000円）
が別途必要です。今後
変更になる場合はご旅行代金ご請求の際にご案内いたします。
●ツアーリーダー：添乗員は同行しませんが、
ツアーリーダーがバンクーバーからバンクー
バーまで同行します。 ●最少催行人数：10人 ●食事：朝6回、昼6回、
夕7回
●一人部屋利用追加料金：￥84,000(船中泊を含む)
●当コースは事前にカナダのeTA
（電子渡航証）
の取得が別途必要となります。詳しくは
お問い合わせください。
●利用予定ホテル：Cクラス以上。サンドスピット：Cクラス/サンドスピットイン キャンベル
リバー：Bクラス／コースト・ディスカバリーイン ビクトリア：Bクラス/コースト・ビクトリア
ホテル・アンド・マリーナ・バイ・アパ ●利用予定航空会社：エア・カナダ

サンドスピット滞在

サンドスピット 発 5専用小型ボートで古代ハイダ族の集落クーナを訪
問し、トーテムポールなどを見学します。現地ガイド
ハイダ・グワイ
がハイダ族の歴史をご案内します。また、ボートでの
クーナ観光
スキッドゲート 発 移動中は海洋生物を観察するチャンスも。
夜、BCフェリーに乗船し、
プリンスルパートへ。
BCフェリー 1日目
qwe【船中泊】

大阪、名古屋、福岡・札幌などからのお得な日本国内線特別代金プランあり。

ddeee

スケジュール / 食 事【 宿 泊 地 】

夕刻、東京発1エア・カナダでバンクーバーへ。国内線に
東京
発
乗り継ぎ、太 平 洋に浮かぶ ハイダ・グワイ
（クイーン
バンクーバー着/発
シャーロット島）
のサンドスピットへ。
サンドスピット 着
tre【サンドスピット泊 L】

▲ビクトリア近郊の海沿いでハイキングを楽しむ
（8日目）

発着地

発着地

午前、2専用車ビクトリア郊外のイースト・スークへ。
0公園内のハイキングコースにご案内します。海沿い
ビクトリア
滞在
の美しいフィヨルド地形が広がるハイキングコース
ビクトリア近郊
です
（徒歩約2時間）。午後、2ビクトリアへ戻り、自由
ハイキング
行動。
街の散策などをお楽しみください。

qwe【ビクトリア泊 H】

ビクトリア
発 朝、2専用車で空港へ。
午前、
ビクトリア発1バンクー
qrt【機中泊】
バンクーバー着／発 バーで乗り継ぎ、1東京へ。

9
10 東京

着 午後、
東京着。

t

※航空会社の都合や現地事情により日程は一部変更される場合があります。

下し、道中では新緑の山々に囲まれたキャンベル・レイクでカヌー体験も
可能です。 その後は英国調の趣が残る州都ビクトリアに移動し、ビクトリ
アの街を一望するクリスマス・ヒルや、太平洋に面したコースト・
トレイルで
のハイキングをお楽しみください。

▲アザラシの群れ

▲キャンベル・レイクでカヌー体験
（6日目）

▲ビクトリアのインナーハーバー

▲シンプルながら清潔感のあるフェリーの客室

▲夕陽に輝くインサイド・パッセージ
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▲フェリーでバンクーバー島を目指す

DRAL-19

【創業50周年記念特別企画／カナダCコース】

カナディアンロッキー最高峰Mt.ロブソンと
秀峰Mt.アシニボイン・ヘリ・キャンプ 12日間

カナディアン・ロッキーのコースの中で最もダイナミックで歩き応え、見応え充分の健脚向
けコース。カナディアン・ロッキーの最高峰Mt.ロブソンの山麓と秀峰Mt.アシニボインでテ

マウント・ロブソン

ントを張り、雄大な山並み、巨大な氷河、大迫力の滝など、壮大な景色の中でハイキングを

ジャスパー

堪能します。キャンプ生活とトレッキングを同時に楽しむ、ロッキーの山旅の復刻版です。

コロンビア大氷原

コロンビア・アイスフィールド
クロッシング

レイクルイズ
バンフ

カルガリー

マウント・アシニボイン

バンクーバー

カナダ
アメリカ

▲ヘリコプターで入山

▲カナディアン・ロッキー最高峰Mt.ロブソン
（3,954m）
の北壁とロブソン氷河の大展望が広がる

ロッキーの山奥でキャンピング
カナディアン・ロッキー最高峰 Mt. ロブソン（3,954m）と秀峰 Mt. アシ
ニボイン
（3,618m）はハイカーの憧れの山です。その山麓にテントを
張り、大自然の懐に抱かれて自炊をしながらハイキングを楽しむ人気
企画が満を持して復活します！山旅は Mt. ロブソンから始まります。
道路上から見えるロブソン南壁とはまったく違った大自然が広がるロ
ブソン北壁側のロブソン・パスへはヘリで入山します。ロブソン北壁
は巨大な氷河に覆われ、なかでもバーグレイクに流れ落ちる巨大な氷
河は圧巻です。下山はエンペラーフォールズの大瀑布やホワイト
フォールを経て、深い針葉樹の森へと下るダイナミックなトレイルを
歩きます。途中、ホワイトホーンのキャンプ場で１泊するので比較的
行程に余裕はありますが、個人装備を持って歩く体力は必要です。山
旅の後半は Mt. アシニボインを仰ぎ見る別天地のキャンプ場へ。美し

▲秀峰Mt.アシニボインの麓にテントを張り、
日帰りハイキングへ

い山上湖、天高く聳えるアシニボインの山容は素晴らしく、キャンプ場
起点のハイキングも変化に富んでいます。1 日のハイキングを終えて、
静かな山の夜をツアーリーダーやメンバーとともに食事を楽しみ、語
り合う・・・これが古き良き時代の山旅の姿かもしれません。アイス
フィールド・パークウェイを縦断しながらジャスパー国立公園での
ショートウォークも含まれるロッキー決定版企画です。

▲エンペラーフォールの大瀑布
（5日目）

▲朝焼けに染まるMt.アシニボイン

▲スノーバードパスからの帰り道、
可愛らしいマーモットに遭遇することも

―6―

日程

発着地

1
2

2専用車でジャスパーへ。
0ジャスパーの街やアサバスカ・リバーの景色が広がる
オールドフォートポイント
オールドフォートポイントにご案内します
（徒歩約2時間）
。
ショートウォーク
2専用車でマウントロブソン州立公園へ
（約2時間）
。
ロブソン・ロッジ 着
qwe【ロブソンロッジ泊 L】

3

2専用車でヘリパッドへ。
ロブソン・ロッジ 発
3ヘリコプターでロブソン・パスへ。キャンプ生活の始ま
ロブソン・パス 着
qwe【ロブソン・パス泊 T】
りです。

4

0ロブソン・パス周辺の日帰りハイキングへご案内し
ロブソン・パス 滞在 ます。リーフアイスフィールドの大氷原が望めるス
ロブソン・パス
ノーバード・パスなど、天候などの状況に応じてツ
ハイキング
アーリーダーがご案内します（徒歩約6～7時間）
。
qwe【ロブソン・パス泊 T】

エドソン

▲ナブレットからMt.アシニボイン
（3,618m）
を間近にのぞむ
（9日目）

発着地
歩行時間

東京

大阪、名古屋、福岡・札幌などからのお得な日本国内線特別代金プランあり。

dddee

出発日〜帰国日

宿泊高度

ggg

宿泊施設

lkij

（レンタルあり）

旅行代金

※本コースはキャンプサイトの宿泊許可が取得できた場合にのみ催行いたします。
※W A I V E R（ウェイバー＝権利放棄書面）
のご記入が必要となるコースです。詳細はお問合せく
ださい。
※このコースは、移動時の専用車をツアーリーダーが運転します。車両及びツアーリーダーは、現
地手配会社に所属しています。
※テント泊は2 ～3人で1張利用となります。
（男女別）
※ヘリポートからキャンプサイト間は、共同装備（テント、食料、
キャンプ道具など重さ2 ～3㎏）
を
分担して運んでいただきます。整備されたほぼ平坦な登山道を約40分歩きます。
※入下山の際、天候等の理由によりヘリコプターが予定通り飛べないことがあります。その際発
生した費用に関してはお客様のご負担になりますので、あらかじめご了承ください。ロブソン・
パスの場合は、入下山とも徒歩となり、3日目はロブソン山麓泊、
４、
５日目はホワイトホーン・キャ
ンプ場泊、6日目に下山します。

キャンプの持ち物参考例

個人用装備として、50ℓ以上のザック、寝袋、マット、キャンプ用食器、
防寒具などをご準備ください。ヘリで入山予定ですが、個人装備を持っ
て歩ける体力は必要です。アルパインツアーが準備する共同装備はテ
ント、食料、炊事用具です。入下山の際は、共同装備・食料の一部
（約
3kg）を分担してお持ちいただきます。食事はガイドが中心となって
作りますが、皆さまにもご協力をお願いしております。

発

5

発 0朝、キャンプ地を出発、バーグレイクに流れ込む巨大な
氷河の絶景を見ながらロブソントレイルを下ります。巨大
な滝エンペラーフォールズなどを見ながらホワイトホー
ン・キャンプ場へ
（徒歩約5～6時間）
。
ホワイトホーン・
キャンプ場
着
qwe【ホワイトホーン・キャンプ場泊 T】

6

ホワイトホーン・
0キニーレイクを経て、ロブソンリバー沿いの美しい
キャンプ場
発 針葉樹林の森を進み、トレイルヘッドへ
（徒歩約３～4
時間）
。
ロブソントレイル
縦走2日目
午後、
専用車でロブソン・ロッジへ。
qwe【ロブソン・ロッジ泊 L】
ロブソン・ロッジ 着

ロブソン・パス

7/ 24㈬〜 8 / 4 ㈰ ¥648,000
●燃油サーチャージ
（2018年12月20日現在：目安約28,000円）
が別途必要です。今後
変更になる場合はご旅行代金ご請求の際にご案内いたします。
●ツアーリーダー：添乗員は同行しませんが、
ツアーリーダーがエドモントンからカルガリー
まで同行します。 ●最少催行人数：10人 ●食事：朝10回、昼8回、
夕9回
●一人部屋利用追加料金：￥66,000(テント泊を除く)
●利用予定ホテル：Cクラス以上。エドソン：Bクラス/ノバイン、ベストウエスタン、
コンフォー
トイン、
ラマダ ロブソン山麓：Cクラス/ロブソン・ロッジ バンフ：Bクラス/レッドカーペッ
トイン、ハイカントリーイン、
カナルタロッジ、
ブリュースターマウンテンロッジ、
アーウィンズ
イン ●利用予定航空会社：エア・カナダ

スケジュール / 食 事【 宿 泊 地 】

東京
発 午後、東京発1カナダ国内で乗り継ぎ、エドモントンへ。
エドモントン 着/発 着後、2専用車でエドソンへ
（約2時間）
。
エドソン
着
tre【エドソン泊 H】

ロブソントレイル
縦走1日目

ロブソン・ロッジ 発

7

ウィルコックスメドウ
ハイキング
バンフ

8

着

2専用車でジャスパー国立公園へ
（約2時間）
。
03,000m級の山々の迫力ある景色が広がるウィル
コックスメドウを往復します（約2時間）
。
2専用車でバンフへ
（約2時間）
。
qrr【バンフ泊 H】

2専用車でヘリポートへ（約1時間）。3ヘリでマウン
バンフ
発
ト・アシニボイン州立公園へ。
アシニボイン山麓着
0キャンプサイトへ（約40分）。テント設営後、0ツ
アシニボイン山麓
アーリーダーと共に周辺の散策をお楽しみください。
散策

qwe【アシニボイン山麓泊 T】

9

0キャンプサイトから日帰りハイキングへご案内し
アシニボイン山麓滞在 ます。ナブレット、アシニボイン・メドウズでのハイキ
アシニボイン山麓 ングなど、天候等の状況に応じてツアーリーダーがベ
ハイキング
ストなハイキングコースへご案内します（徒歩約5～6
時間）
。
qwe【アシニボイン山麓泊 T】
テントを撤収します。3ヘリポートへ戻ります。
アシニボイン山麓発
2専用車でバンフへ
（約1時間）
。
着後、
フリータイム。
着
qwe【バンフ泊 H】

10 バンフ

バンフ

11 カルガリー
12 東京

朝、2専用車でカルガリーへ
（約2時間）
。
発
午前、カルガリー発1バンクーバーで乗り継ぎ、東京
着／発
へ。
qrt【機中泊】
着 午後、
東京着。

※航空会社の都合や現地事情により日程は一部変更される場合があります。

［寝袋・マットのレンタル］

寝袋・マットの現地レンタルも可能です。ご希望の方は出発の１か月前までにお申
し出ください。
料金は現地にてお支払いください。レンタル品は入山日の前日にお渡しし、下山後
に返却いただきます。
●寝袋 80 カナダドル ●マット 40 カナダドル

▲大自然に囲まれたロブソン・パスにて

▲キャンプ生活は参加者同士の交流も深まる

▲バーグレイクに巨大な氷河が流れ込む圧巻の景色
（5日目）
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DANI-19

新企画 【創業50周年記念特別企画／カナダBコース】

カナディアン・ロッキー・ハイキング 7日間
高山植物が咲き始める初夏の季節に、カナディアン・ロッキーで日帰り
ハイキングを楽しみます。初心者の方でも安心して歩ける場所でありな
がら、雄大な山々や氷河、湖の絶景をご覧いただけます。乗馬やラフ

日程

1

ティングなどのオプショナルツアー（別料金）も楽しめる、フリータイム
が含まれたコンパクトな日程でカナディアン・ロッキーを満喫します。
発着地
歩行時間

東京

大阪・名古屋・福岡・札幌などからのお得な日本国内線特別代金プランあり。

ddeee

出発日〜帰国日

宿泊高度

ggg

宿泊施設

2

lk

発着地

スケジュール / 食 事【 宿 泊 地 】

東京
発 夕刻、
東京発1エア・カナダ直行便でカルガリーへ。
カルガリー 着／発 着後、2専用車でキャンモアへ
（約1.5時間）
。
tre【キャンモア泊 H】
キャンモア
着
2専用車で、
キャンモア発。
0メニースプリングスの湿地帯を歩きながら、周辺に
キャンモア
発
咲く高山植物の観察を楽しみます。その後、Mt.ヤム
メニースプリングスと
ナスカの登山口から樹林帯を登り展望地へ。雄大な
ヤムナスカ・ショルダー
山々と大平原の素晴らしい展望が広がります
（徒歩約
ハイキング
4時間）
。
クロッシング
着
その後2専用車で、
クロッシングへ
（約2時間）
。
qre【クロッシング泊 L】

旅行代金

3

2専用車でアイスフィールド・パークウェイを北上
し、ジャスパー国立公園へ。
クロッシング 滞在 0ウィルコックス・メドウを往復します。アサバスカ、
ウィルコックス・メドウ アンドロメダ、スノードームなどの3,000m級の山々
ハイキング
など迫力ある景観をお楽しみいただくことができる
コースです（徒歩約3時間）
。
qwe【クロッシング泊 L】

4

2専用車でヨーホー国立公園へ。
クロッシング
発
0静かなエメラルドレイク湖畔を一周し、湖周辺の植
エメラルドレイク
生観察などを楽しみます（徒歩約2.5時間）
。
ハイキング
2ロッキーの宝石といわれるレイクルイズを観光後、
レイクルイズ観光
専用車でバンフへ
（約1.5時間）
。
バンフ
着
qwr【バンフ泊 H】

5

終日、フリータイム。街での散策やお買い物、各種オプ
ショナルツアー（別料金）
などをお楽しみください。
バンフ
滞在 ・バンフ乗馬体験 ・ハイキング
フリータイム
・バンフ・カヌーレンタル ・ラフティング
・ミネワンカ湖フィッシング
qre【バンフ泊 H】

6

午前、2専用車でカルガリーへ
（約2時間）
。
バンフ
発
午後、
カルガリー発1エア・カナダ直行便で東京へ。
カルガリー 着／発
qrt【機中泊】

7

東京

6/ 6 ㈭〜 6 / 12 ㈬ ¥362,000
●燃油サーチャージ
（2018年12月20日現在：目安約28,000円）
が別途必要です。今後
変更になる場合はご旅行代金ご請求の際にご案内いたします。
●当コースは事前にカナダのeTA
（電子渡航証）
の取得が別途必要となります。詳しくは
お問い合わせください。 ●ツアーリーダー
（添乗員）
：添乗員は同行しませんが、
ツアー
リーダーがカルガリーからカルガリーまで同行します。
●最少催行人数：10人 ●食事：朝5回、昼2回、
夕4回
●利用予定ホテル：Cクラス以上。キャンモア：Bクラス/コーストキャンモア、
ランドルマウン
テンロッジ、
キャンモアイン＆スーツ クロッシング：Cクラス/クロッシング
バンフ：Bクラス/レッドカーペットイン、ブリュースターマウンテンロッジ、
カナルタロッジ
アーウィンズイン ●一人部屋利用追加料金：￥70,000
（ロッジ泊を含む）
●利用予定航空会社：エア・カナダ
※このコースは移動時の専用車をツアーリーダーが運転します。車両及びツアーリーダーは、現
地手配会社に所属しています。なお出発日や参加人数によって別途ドライバー・ガイドを手配す
る場合があります。

初夏のカナディアン・ロッキーへ
カナディアンロッキーの中心部を通るアイスフィールド・パークウェ
イを縦断し、初夏の時期におすすめの日帰りハイキングにご案内しま
す。歩行時間は３時間程度なのでハイキング初心者の方でも安心して
歩けます。高山植物が咲き始める初夏のカナディアン・ロッキーの大自
然を満喫いただけるでしょう。フリータイムには乗馬やカヌー、釣りな
どのオプショナルツアー（別料金）でアウトドア体験も可能です。

着

午後、東京着。
t

※航空会社の都合や現地事情により日程は一部変更される場合があります。

▲初夏に咲くアツモリソウ

▲アイスフィールド・パークウェイの車窓からの景色

▲残雪の山々が美しい初夏の季節

▲ビーナススリッパー

▲バンフで乗馬体験
（別料金）

▲ロッキーの宝石レイクルイズ
（4日目）

▲3,000m級の山々と氷河の絶景が広がるウィルコックスメドウにて
（3日目）

▲エメラルドレイク湖畔をのんびりハイキング
（4日目） ▲ヤムナスカショルダーの展望地にて
（2日目）
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