
旅行企画・実施

※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。
東　京／〒１０５-0003 東京都港区西新橋2-8-11（第7東洋海事ビル4階） .............Z03（3503）1911	 FAX.	03（3508）2529
大　阪／〒550-0003 大阪市西区京町堀1-4-3 （TCF肥後橋ビル2階） ................Z06（6444）3033	 FAX.	06（6444）3032
名古屋／〒450-0002 名古屋市中村区名駅3-23-2（第3千福ビル3階） ................Z052（581）3211	 FAX.	052（561）8338
福　岡／〒810-0073 福岡市中央区舞鶴1-2-8（セントラルビル5階） ......................Z092（715）1557	 FAX.	092（715）0826
広　島／広島サービスステーション （大阪支店転送電話） ..........................................Z082（542）1660	
仙　台／仙台サービスステーション （東京本社転送電話） ..........................................Z022（265）4611	
北海道／北海道地区総代理店（株）りんゆう観光 〒０６０‐0909 札幌市東区北９条東２丁目 ....Z011（711）7106	 FAX.	011（731）1456

e-mail: info@alpine-tour.com　http://www.alpine-tour.com

営業時間のお知らせ
● 平日：9:30〜18:30　  ● 土日祝：定休

りんゆう観光営業時間    ● 平日、土曜日、祝日：8:30〜17:30　  ● 日曜：定休

アルパインツアーで行く

アルパインツアー
スキーチームを紹介します！
若手からベテランまで、
各ツアーリーダーの素顔に迫ります。

ご質問に答えていただくと、
抽選で素敵なプレゼントが当ります！！
詳細は裏面へ！

経験豊富なツアーリーダー直伝
ヨーロッパでスキーを楽しむコツとは！

国内親睦スキーツアー決定！
裏磐梯でスキー　 デビュー！
初心者やブランクがある方の
ご参加も大歓迎！

再
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▲ロングランの合間にはゆっくりお茶休憩

スキーチーム メンバー紹介

スキーチーム特設座談会
山田：いよいよスキーシーズンが到来しま
す。今日はスキーツアーで活躍中のツアー
リーダーに集まってもらい、ヨーロッパ・ア
ルプス・スキーをテーマに語っていただき
ます。

橋本：今から本当に楽しみです。日本も豪
雪地帯なのでスキーは盛んですが、ヨー
ロッパのスキーは一味違いますね。

山田：具体的にヨーロッパ・アルプスと日本
ではどのような違いがありますか。

石部：スキー場自体の難易度はあまり大
きくは変わりません。初級中級者向けのゲ
レンデがほとんどです。整備もよくされて
いるので、日本と同じように滑ることがで
きます。ただスキー場の大きさがケタ違い
です。

宮本：とにかく広いです。日本だと1日に同
じコースを何度も滑りますが、ヨーロッパ
では数日間滞在していても、コースが重な
ることはほとんどありません。

中嶋：1本1本が長いので途中にあるカフェ
で休憩を入れたりもしますね。

小林：そして何より滑りながら眺めるアル
プスの大絶景！これぞ究極の贅沢だと思い
ます。4000m級の名峰や氷河など、日本で
は絶対に見ることのできない山岳景観が
滑走の楽しみを膨らませます。

山田：皆さん今はもうベテランですが、初
めてヨーロッパ・アルプス・スキーに行く際、
何か不安はありましたか。

中嶋：完全に未知の世界でした。夏に同じ
エリアをハイキングで歩いていましたが、
スキーコースの想像が全くつかず、氷河の
上を滑るようなイメージでしたが、実際は
緩斜面も多く、ゲレンデの幅も広いので、
不安は消え去りました。

橋本：私は寒かったらどうしようと思ってい
ました。実際行ってみると、夏よりも冬のほ
うが晴天率が高く、日本のスキー場と比べ
てもあまり気温差を感じることはなかった
ですね。

竹森：天候が崩れてもゲレンデ内にはレス
トランやカフェなど屋内施設もたくさんあ
るので安心ですね。

山田：特に印象に残ったことや驚いたこと
はありましたか。

石部：時間の流れがゆったりでした。欧米
人のなかにはスキーはせずに、山上のレ
ストランで山々を眺めながら美味しいワイ
ン片手に読書をして過ごしているような方
も多く見かけました。滑ること以外にも“楽
しみ”が盛りだくさんで、まさにリゾートで
した。

小林：私もテラス席とビーチチェアには驚
きました。冬なのに欧米の方は半そでで日
光浴を楽しまれていましたよ。

宮本：スキー場と山麓の街が一体となって
スキーリゾートを盛り上げている雰囲気が
あります。街中もすごく賑わっていて、美味

昨シーズンはグリンデルワルトでス
イスの素晴らしさを再認識。今シー
ズン、ドロミテを案内することに今
から胸の高まりが止まらない。

昨シーズンのツェルマットに続
き、今シーズンはスイス最新のス
キーリゾート、ラークスへ。いつ
も笑顔でツアーを盛り上げる。

冬は志賀でスキーインストラク
ター。日本のみならず、ヨーロッ
パでのスキー経験も豊富。今シー
ズンはツェルマットを案内。

独創的企画と販促プランを牽引
する代表取締役社長。アルプス
でスキーに魅せられ、雪の便りが
いまから待ち遠しい。

プロフィール
①出身地

②スキーを
　始めたきっかけ

③国内で好きな
　スキー場

夏、冬とも豊富なヨーロッパ滞在
経験があり、スキーの腕前も一
級品。きめ細かいツアーリーダー
ぶりも好評。

入社26年を越え、世界各地に出
かけたがヨーロッパ・アルプスの
魅力は尽きない。今シーズンは国
内親睦スキーを担当。

10年ぶりに生活拠点をスイスか
ら長野へ。「第二の故郷」グリン
デルワルトを案内。再発見したア
ルプスの魅力を伝えたい。

社員から専任ツアーリーダーへ
転身して早や1年。スキーへの情
熱はいまもATS随一。国内親睦
スキーでは地元・福島を案内。

①長野県　②スキーが当たり前
の環境だったので自然と
③野沢温泉、白馬

①福島県
②2歳で両親に連れられて
③ニセコ、蔵王

①東京都　
②高校生のときスキー教室に参加
③富良野、白馬コルチナ

①千葉県
②大学の登山同好会
③白馬八方尾根

①大阪府　
②高校生のときスキー教室に参加
③志賀高原

①千葉県　
②アルプスでスキーに魅せられた
③ニセコ

①大阪府
②スキー好きの父親の影響
③ニセコ、妙高

①長崎県　②高校生のとき訪れ
たカナダ・ウィスラーでスキーに
魅せられた　③戸隠

2015/2016シーズンより本格始動
した、ヨーロッパ・アルプス・スキー・
プロジェクト。今回は皆さまを実際
にご案内する、スキーチームのツ
アーリーダーが集結しました。チームメンバー
紹介とともに、魅力あふれるアルプス・スキー
について語る座談会をご覧ください。

▲ドロミテの岩峰群を眺めながらのスキー

竹森 壮孝
（たけもり まさたか）
大阪支店

小林 博史
（こばやし ひろふみ）
東京本社

石部 保志
（いしべ やすし）
ツアーリーダー

芹澤 健一
（せりざわ けんいち）

チームリーダー

中嶋 千春
（なかしま ちはる）
ツアーリーダー

山田 勝
（やまだ まさる）

東京本社

宮本 融子
（みやもと ゆうこ）
ツアーリーダー

橋本 香織
（はしもと かおり）
ツアーリーダー
1/21発 レッヒ同行

2/11発 グリンデルワルト同行2/25発 ドロミテ同行3/18発 ツェルマット同行3/11発 ラークス同行1/14発 ドロミテ同行
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▲裏磐梯の展望が美しいゲレンデ

▲アイガー北壁の直下に建つグリンデルワルト・ブリック ▲展望の良い稜線上に建つアベラウ小屋（ドロミテ）

しいレストランもたくさんあり、アフタース
キーも楽しむことができました。

山田：初めて参加される方へ、ヨーロッパ・
アルプス・スキーを楽しむコツやアドバイス
などはありますか。

石部：日本のスキー場で滑走できる方であ
れば、問題はありません。ただ滑走距離が
長いので、こまめに休憩を入れることをお
すすめしています。

宮本：スピードが出やすいので、オーバース
ピードにも注意が必要ですね。ヘルメット
もあれば安心です。

中嶋：気温差が結構激しいです。寒い日も
あれば、滑走中汗ばむくらい暖かい日もあ
ります。登山と同様に重ね着で調整できる
服装が便利ですね。あとカイロも時々役立
ちますよ！

橋本：スキーレンタルはすごく充実してい
ます。板が古くて買い替えを検討されてい
る方は、現地で最新モデルも借りることが
できるので、おすすめです。新しい性能の
板で滑ることで、足への負担も減ります。

山田：私もハードルが高いイメージがあり
ましたが、むしろ日本のスキー場より広くて、

時間の流れがゆったりしていると心身とも
に安心して参加できますね。

竹森：スキーを楽しむ習慣がヨーロッパで
はより“リゾート”に近い感覚なのだと思い
ます。

山田：最後に今回ツアーリーダーとして同
行するエリアのおすすめポイントを教えて
ください。

宮本：グリンデルワルトを起点に広がる広
大なゲレンデからはアイガー、メンヒ、ユン
グフラウのベルナーオーバーランド三山の
雄姿を眺めることができます。緩斜面が多
いので初級者の方にも安心してご参加い
ただけます。ご希望の方には冬のユングフ
ラウヨッホへもご案内できますよ！

石部：マッターホルンを眺めながらの滑走
は本当に素晴らしいの一言です。私が初め
てイタリアへ行ったのがこのツェルマットか
らでした。初イタリアはスキーを履いてでし
た。是非、国境をまたいで滑りましょう。

中嶋：ドロミテはヨーロッパアルプスの中で
も奇異な岩峰群が連なるエリアです。夏も
人気の山岳リゾートですが、夏では2日かか
るハイキングでもスキーだと半日で移動す
ることができます。滑りながらどんどん変わ

りゆく回りの景色を楽しむことができます。

橋本：レッヒは王室御用達の高級リゾート
として有名ですが、雪質がよく、とても広い
スキーエリアです。いくつかのスキーリゾー
トがリフト、ゴンドラ、バスでつながってい
て、1週間でも滑りきれないほどコースがあ
ります。昨年、ロープウェイが新設され、サ
ンクト・アントンへもゴンドラとスキーで行
くことができるようになりました。レッヒに
滞在し、いろいろなロングコースを滑りま
しょう。

小林：最新鋭の設備で近年ヨーロッパで
の人気が急上昇しているラークスは、広大
なゲレンデはもちろんのこと、スキー場とホ
テルが直結している点が魅力です。スキー
ロッカーからエレベータ1本でゴンドラ乗
り場に到着！1日ゆったりと滑走を楽しむ
ことができます。新しいスタイルのスキーリ
ゾートを体感しましょう。

山田：どのツアーも魅力的ですね。今年は
ぜひ一度ヨーロッパ・アルプスでスキーを
楽しんでみてはいかがでしょうか。経験豊
富なツアーリーダーがしっかりと皆さまを
ご案内いたします。どうぞ安心してご参加
ください。

● 旅行日：1月11日（水）〜12日（木）
● 旅行代金：28,000円
　※レンタル代、リフト代を含みません。
● 集合・時間：
  JR猪苗代駅改札口（10：30）

国内親睦スキーツアーのお知らせ （小林、橋本同行）

■ 最少催行人数：12名    
■ 食事：朝1回、夕1回
■ ツアーリーダー：1日目JR猪苗代駅から、
　2日目JR郡山駅まで。

登山・トレッキング専門旅行会社としての経験を生かし、スキーツアーにも山
上の山小屋（ロッジ）泊を取り込みました。朝夕に見せる美しい山岳景観を堪
能できるのはもちろんのこと、リフトが動き出す前にゲレンデに立つことがで
きるので、誰もいないファースト・トラックを独り占めすることができます。

アルパインツアーのこだわり

❶JR磐越西線猪苗代駅（10：30）2裏磐梯グランデコ東急ホテル着。午後
よりゲレンデにてスキー滑走をお楽しみください。夕刻、ホテルにて入浴、夕食。夕食
後にヨーロッパ・アルプス・スキーのスライドショーをお楽しみいただきます。❷朝食
後、スキー滑走をお楽しみください。入浴後、ホテル発2JR郡山駅解散（18：00頃）

▲日本では考えられない、スキー場にあるビーチチェア ▲ニューモデルも含めて種類が豊富なレンタルスキー ▲マッターホルンを眺めながら思う存分滑りを楽しむ

©D G Bandion

裏磐梯グランデコ・スキー 2日間絶景の山小屋（ロッジ）に宿泊



略号説明：残3＝催行予定（数字は9/20時点の残席数です）。★＝あと少しのお申込みで催行決定。ぜひお申込みください！

▲国境を越えイタリア側から望むモンテ・チェルビーノ（マッターホルン）

▲滑りきれないほどのコースがあるレッヒでスキーを満喫▲大迫力の岩峰群を見ながらスキーを満喫 ▲緩斜面の広大なゲレンデが広がるグリンデルワルト

▲広大なゲレンデが広がるラークス

スキー企画「私たちがご案内します！」

スイス・ラークス・
スキー 8日間

スイス・ツェルマット・
スキー 8日間

オーストリア・レッヒ・
スキー 9日間

ドロミテ・スーパー・
スキー 8日間

スイス・グリンデルワルト・
スキー 8日間

東京

東京東京 東京

マッターホ ルンと 周 囲 に 聳 える
4,000m峰を眺めながらのスキー
は、このコースでしかできません。ゴ
ンドラを乗り継ぎ国境を越えてイタ
リア側へ滑走することが可能で、滞
在中は飽きることがありません。

アルペンスキー発祥の地として名高
いオーストリアのチロル地方レッヒに
7連泊して存分にスキーを楽しみま
しょう。豊富な積雪量が魅力です。
王侯貴族に愛される洗練された雰囲
気の町並みもお楽しみください。

アイガーやユングフラウを正面に見
ながら広々としたゲレンデを滑る爽
快感はグリンデルワルトならではと
言えるでしょう。比較的緩斜面が多
いため、景色を堪能しつつゆったりス
キーを楽しみましょう。

東京

“ゲレンデ直結”をテーマに整備さ
れた最新鋭設備が魅力的な近年人
気のスキーリゾート。ツェルマットに
もひけを取らない滑走距離を誇り、
幅の広いオープンバーンと変化に富
んだコース設定が特徴です。

※各ツアーの詳細については専用カタログをご参照ください。また、カタログをお持ちでない方はお気軽にご請求ください。すぐにお送りします。

発着地

発着地発着地 発着地

出発日〜帰国日 旅行代金
 3 /18G〜 3 /25G ¥398,000

出発日〜帰国日 旅行代金
 1 /21G〜 1 /29A ￥436,000

出発日〜帰国日 旅行代金
 2 /11G〜 2 /18G ￥368,000

※燃油サーチャージ（9月20日現在）は不要となってお
りますが、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。

※燃油サーチャージ（9月20日現在）は不要となってお
りますが、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。

※燃油サーチャージ（9月20日現在：目安約6,000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。

※燃油サーチャージ（9月20日現在）は不要となってお
りますが、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。

c i k c i j c i k

詳しくは「ヨーロッパ・アルプス・スキー」P.3をご参照ください。

プレゼント商品

詳しくは「ヨーロッパ・アルプス・スキー」P.6をご参照ください。詳しくは「ヨーロッパ・アルプス・スキー」P.5をご参照ください。 詳しくは「ヨーロッパ・アルプス・スキー」P.2をご参照ください。

橋本 香織 
（はしもと かおり）

宮本 融子 
（みやもと ゆうこ）

中・上級者におすすめ　最新の設備を備えたスキーリゾート！ 中級者におすすめ　絶景が広がるロッジに宿泊！

中・上級者におすすめ　高級山岳リゾートを満喫！中級者におすすめ　絶景が広がる山小屋に宿泊！ 初級者におすすめ　絶景が広がる山小屋に宿泊！

イタリア

スイス

オーストリア

スイス

スイスツアーリーダー：東京発着同行

ツアーリーダー：東京発着同行

ツアーリーダー：東京発着同行

ツアーリーダー：東京発着同行

ツアーリーダー：東京発着同行

ドロミテ山群には12ものス
キー・エリアがあります。専
用車を駆使し、ゴンドラや
ロープウェイを効率よく使
いながら広大なドロミテを
たっぷりとご案内します。

つぎのアンケートに回答いただいた方から抽選
で3名様に素敵な商品をプレゼントいたします。
◎応募期間：10/8（土）〜10/31（月）
◎応募方法：EメールまたはFAXでお送りください。
　Eメール：info@alpine-tour.com
　FAX：03 -3508 -2529
◎当選発表：抽選のうえ、賞品の発送をもって

発表にかえさせていただきます。

質問①：あなたのスキー歴/頻度を教えてください。
　　　　例：10年/年3回
質問②：海外スキーに行ったことがありますか？
　　　　はいの場合は、質問③-Aへ。
　　　　いいえの場合は、質問④-Aへ。
質問③-A：どこの国でしたか？
質問③-B：初めて行ったときにもっとも印象的だった
　　　　　のは何でしたか？
質問④-A：初めて海外スキーに行くにあたり、最も不
　　　　　安な点は何でしょうか？

ホグロフス製ニットビーニー
「H BEANIE」

ウール繊維が保温性を高め、
湿度をコントロール。
自然な防臭効果も期待
できます。男女兼用。
※色の指定はできません。

竹森 壮孝 
（たけもり まさたか）

1月14日発
中嶋 千春

（なかしま ちはる）

2月25日発

出発日〜帰国日 旅行代金
 1 /14G〜 1 /21G ￥348,000

出発日〜帰国日 旅行代金
 2 /25G〜 3 / 4 G ￥356,000

発着地

出発日〜帰国日 旅行代金
 3 /11G〜 3 /18G ￥398,000

※燃油サーチャージ（9月20日現在）は不要となってお
りますが、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。

詳しくは「ヨーロッパ・アルプス・スキー」P.4をご参照ください。

小林 博史 
（こばやし ひろふみ）

石部 保志 
（いしべ やすし）

アンケートに答えて、
プレゼントをもらおう！

c i j c i k

★アンケート


