
※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／〒１０５-0004 東京都港区新橋3-2-5 （第5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

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：9：00〜17：00　  ● 土日祝：定休

アルパインツアーホームページ　  http://www.alpine-tour.com
創業50周年特設ホームページ     http://www.alpine-tour.co.jp

例えば5,000ポイントで下記のような商品と
交換ができます。

▲アウトドアリサーチ製
　グローブ（3500P）

▲Eagle Creek製
　ダッフルバッグ（3200P）

▲モンベルクラブ
　ポイントギフトカード（5000P）

▲ベルニナ・アルプスとチェルヴァ氷河の展望ハイキング ▲トゥームストーン準州立公園では3日目と5日目に異なるハイキングコースにご案内▲ベツルスロッジ上空に現れたオーロラ

＝＝＝特選！2019年8〜9月出発のおすすめ企画のご案内＝＝＝

「私たちがご案内します！」
（このパンフレットに掲載の9コース・9出発日の同行予定ツアーリーダーは諸事情により変更となる場合があります。）

連泊で楽しむスイス・アルプス
ゆったりハイキング 9日間

悠久なる大地へ
秋のユーコン縦断ハイキング 9日間

伝説のロッジ“ベツルス・ロッジ”滞在と
デナリ国立公園探訪＆アラスカ縦断 11日間

東京・大阪・名古屋 東京東京

サンモリッツ、グリンデルワルトで人気
の高い4つ星ホテルにそれぞれ3連泊
し、計5回の変化に富んだハイキング
にご案内します。好展望の山上レスト
ランでの郷土料理や氷河特急乗車も
山旅の楽しみです。

タイガとツンドラ地帯からなるカナダ
のユーコン準州は9月になると広大な
大地が一面真っ赤な紅葉に覆われま
す。日中は絶景を望むハイキングに出
かけて、夜は極北の空に舞うオーロラ
観賞を楽しみましょう！

北極圏に位置する伝説のロッジに3連
泊し、“ラストフロンティア”アラスカの
大自然を体感します。3回のオーロラ
チャンスやデナリ展望ハイキング、北
極圏での遊覧飛行、アラスカ鉄道乗
車など盛りだくさんの内容です。
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本誌に掲載された9コース全9出発日を対象に をご用意しました！

ボーナス・ポイント

各コースの詳細につきましては、専用カタログをご用意しております。お気軽にご請求ください。

詳細はhttp://www.alpine-tour.comをご参照ください。

本チラシに掲載された全9コース・9 出発日を対象に、通常のポイントに加
えて更にボーナス・ポイントとして5,000ポイントを還元いたします。

※他のボーナス・ポイントキャンペーンと重複する場合は、合計で
5,000ポイントまでの還元となりますので、あらかじめご了承ください。

大変お なアルパイン・メイト・ポイント

旅行企画・実施

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
※北海道地区総代理店はフリーコールはございませんので、直接おかけください。

山旅・専用フリーコールinfo@alpine-tour.com 0120-938-290

スイス カナダ
ツアーリーダー：日本発着同行 ツアーリーダー：ホワイトホース発着同行

発着地 発着地発着地

出発日〜帰国日 東京発着 大阪発着 名古屋発着
 9/ 1 A〜 9 / 9 B ¥548,000 ¥558,000 ¥568,000

出発日〜帰国日 旅行代金
 9/ 1 A〜 9 / 9 B ￥498,000

出発日〜帰国日 旅行代金
 8 /20C〜 8 /30F ￥848,000

addeee addeeeaddeee

詳しくは「創業50周年記念特別企画 vol.11」P.4・5をご参照ください。 詳しくは「カナダの山旅」P.32・33をご参照ください。詳しくは「世界の山旅」P.36をご参照ください。

※燃油サーチャージ（5月20日現在：目安約17,400円
〜21,600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（5月20日現在：目安約21,000
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（5月20日現在：目安約21,000
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。

グリンデルワルトでは山側の部屋を確約。氷河特急にも乗車 カナダ極北のユーコンを訪れるベストセラー企画北から南へアラスカを縦断し、北極圏の大自然を味わう

山﨑 裕
（やまさき ゆたか）

アラスカ
ツアーリーダー：東京発着同行

宇津木 健
（うつぎ けん）

堀口慎太郎
（ほりぐち しんたろう）

特典

5,000ポイントを還元！



略号説明：満席＝現在満席のツアーです。増設できる場合もございます。 残3＝催行予定（数字は5/31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！

▲カラマツの黄葉が素晴らしいシャドーレイク周辺

▲エリザベッタ小屋へと歩く

▲雄大なテンピークスのパノラマが広がるラーチバレー

▲シャモニ針峰群ハイキング（5日目）

▲圧倒的な存在感を誇る王者K2をバックに記念撮影

▲ピコ山の山麓をハイキング

特選企画「私たちがご案内します！」

秋のシャドーレイク・ロッジ
満喫ハイキング 8日間

ツール・ド・モンブラン
トレッキング 9日間

秋のカナディアン・ロッキー
満喫ハイキング 8日間

シャモニ滞在ハイキングと
絶景の山上のホテル宿泊 8日間

K2・バルトロ氷河
トレッキング 24日間

ポルトガル最高峰登頂と魅惑の
アゾレス諸島ハイキング 10日間

東京

東京・大阪

東京

東京・大阪

東京・大阪・名古屋（福岡発着はお問合せ下さい）

東京・大阪

カラマツの黄葉が美しい秋のベスト
シーズンにのみ出発する季節限定の
特別企画です。バンフ国立公園内に
建つ人気のシャドーレイクロッジにゆっ
たり3連泊しながら、連日4〜5時間ほ
どの黄葉ハイキングを満喫します。

「いつか歩いてみたい！」と世界中のト
レッカーが憧れるツール・ド・モンブラ
ンを晴天率が高い秋に訪れてみませ
んか。モンブラン山群を様々な角度か
ら楽しみながら、本場アルプスの山麓
を一緒に歩きましょう。

天候の安定する9月のカナディアン・ロッ
キーは、カラマツやアスペンが鮮やかな
黄金色に染まり、新雪を纏った雄大な
山々や青く輝く氷河湖などとのコント
ラストは息を呑む美しさです。連泊型で
ゆっくりと秋のカナダを堪能しましょう。

モンブラン山群の山麓に合計5泊し、
毎日趣の異なるハイキングに出かけま
す。モンタンベールにある「山上のホテ
ル」の宿泊では、尖峰ドリュを正面に、
雄大な氷河やグランドジョラスの北壁
を展望することができます。

バルトロ氷河には世界14座の8,000m
峰のうち4座がひしめき、世界で最も豪
勢な山岳景観といっても過言ではあり
ません。長期間にわたるハードコースで
すが、コンコルディアから見上げるK2
の雄姿は言葉を失うほどの迫力です。

ポルトガル最高峰ピコ山は、本土から
約1,500kmの大西洋に浮かぶアゾ
レス諸島に聳えています。標高差約
1,100mを日帰りで登降する歩きごた
えのある山で、海に囲まれた島ならで
はの景色が堪能できます。

※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。

カナダ カナダ
ツアーリーダー：カルガリー発着同行 ツアーリーダー：カルガリー発着同行

発着地

発着地

発着地

発着地

発着地

発着地

出発日〜帰国日 旅行代金
 9 /14G〜 9 /21G ￥498,000

出発日〜帰国日 旅行代金
 9/ 7 G〜 9 /15A ￥498,000

出発日〜帰国日 旅行代金
 9 /18D〜 9 /25D ￥428,000

出発日〜帰国日 旅行代金
 9 / 8 A〜 9 /15A ￥528,000

出発日〜帰国日 旅行代金
 9 /13F〜10/ 6 A ￥662,000

出発日〜帰国日 旅行代金
 9 / 5 E〜 9 /14G ￥496,000

add∂ee

addd∂e

addeee

addeee

adddde

adddee

詳しくは「カナダの山旅」P.38をご参照ください。

詳しくは「創業50周年記念特別企画 vol.10」P.6・7をご参照ください。

詳しくは「カナダの山旅」P.35をご参照ください。

詳しくは「創業50周年記念特別企画 vol.10」P.8・9をご参照ください。

詳しくは「創業50周年記念特別企画 vol.7」P.16・17をご参照ください。

詳しくは「ヨーロッパの山旅」P.52・53をご参照ください。

※燃油サーチャージ（5月20日現在：目安約21,000
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（5月20日現在：目安約0円〜
21,000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（5月20日現在：目安約21,000
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（5月20日現在：目安約17,000円
〜22,000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（5月20日現在：目安約30,000
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（5月20日現在：目安約16,000円
〜21,000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。

黄葉に輝くバンフ国立公園で人気のロッジに3連泊

フランス・イタリア・スイス3カ国をめぐるトレッキング

黄葉が見ごろを迎えるカナディアン・ロッキーでハイキング三昧

モンブラン山群の絶景を求めてシャモニに滞在

8,000m峰4座が聳えるバルトロ氷河は山岳トレッキングの極致

大西洋に浮かぶアゾレス諸島の3島を巡る

ポルトガル
ツアーリーダー：日本発着同行

フランス・イタリア・スイス
ツアーリーダー：東京発着同行

パキスタン
ツアーリーダー：東京発着同行

橋本 香織
（はしもと かおり）

河村 知香
（かわむら ちか）

川嶋 亮
（かわしま りょう）

篠崎 洋昭
（しのざき ひろあき）

石部 保志
（いしべ やすし）

中西 諒
（なかにし りょう）

残4

フランス
ツアーリーダー：東京発着同行

新企画


