
※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）

▲ヴァルシチ峠からユリアン・アルプスの好展望地を目指す▲秋色に染まるプリンスエドワード島 ▲黄葉の美しい時期にツェルマットにゆったり滞在

＝＝＝特選！2019年10〜11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。）

アルペ・アドリア・トレイルを歩く
アルプスからアドリア海へ 10日間

名作の舞台
プリンスエドワード島を巡る旅 7日間

東京・大阪東京

オーストリア最高峰のグロースグロック
ナー山麓を出発し、スロヴェニアのユリ
アン・アルプスを抜けて紺碧のアドリア
海へと至る壮大な山旅です。山、渓谷、
森、そして海へと次々に変わりゆく美し
い光景に感動の毎日となることでしょう。

「赤毛のアン」の舞台となったプリンス
エドワード島を訪れ、美しい海岸線や
灯台、赤土の道、お花畑など、島内に
点在する“アンゆかりの地”でのんびり
とハイキングを堪能します。新鮮なシー
フードも楽しみです。

スイス・アルプスと
秋の味覚・満喫ハイキング 10日間

東京・大阪・名古屋

秋は、アルプスの自然に育まれた食材
の旬や収穫を迎える季節でもありま
す。チーズの名産地アッペンツェル、世
界遺産のワイン生産地ラヴォー地区な
どで、秋を感じるハイキングとグルメを
たっぷり楽しみましょう。

2019
年
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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

発着地発着地

出発日〜帰国日 東京発着 大阪発着
  10/ 1 C〜10/10E ￥498,000 ￥508,000

出発日〜帰国日 旅行代金
10/ 1 C〜10/ 7 B ￥468,000

adddeeadeeee

詳しくは「世界の山旅（秋の特集号）」P.29をご参照ください。詳しくは「世界の山旅（秋の特集号）」P.50をご参照ください。

※燃油サーチャージ（7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（7月20日現在：目安約28,000
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。

ヨーロッパ3ヶ国に連なるロング・トレイルを歩く山旅カナダの東海岸、セントローレンス湾に浮かぶ美しい島を歩く

オーストリア イタリア スロヴェニア
ツアーリーダー：東京発着同行

小山 晴彦
（こやま はるひこ）

高浦 琴
（たかうら こと）

スイス
ツアーリーダー：東京発着同行

発着地

出発日〜帰国日 東京発着 大阪発着 名古屋発着
10/ 3 E〜10/12G ￥526,000 ￥536,000 ￥536,000

addeee

詳しくは「世界の山旅（秋の特集号）」P.8・9をご参照ください。

※燃油サーチャージ（7月20日現在：目安約17,000円
～33,000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。

チーズの里アッペンツェルとワインの産地ラヴォーを巡る

河村 知香
（かわむら ちか）

特典

5,000ポイントを還元！

カナダ
ツアーリーダー：東京発着同行

残2 残4

新企画



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7/30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！

▲アプリコット色に染まる日の出の瞬間

▲キノコ岩の林立するホワイトバレーをハイキング ▲開放的なビーチのキャンプサイト

▲巨大な白い岩山・仁寿峰（インスボン）

▲ヨーロッパ最大級の高原アルペ・ディ・シウジを歩く

▲数々の遠征隊が訪れたエベレストBC

特選企画「私たちがご案内します！」

南部アフリカ2つの世界自然遺産
ナミブ砂漠とケープ半島ハイキング 10日間

トルコの世界遺産
カッパドキア・ハイキング ７日間

フェールラーベン・クラシック
香港 ５日間

ソウルの名峰・
北漢山登頂 3日間

秋のドロミテ・ハイキングと
3つの隠れ宿 ９日間

エベレスト・カラパタール登頂と
エベレスト・ベースキャンプ 22日間

東京・大阪・名古屋・福岡

東京 東京・大阪・名古屋

東京（羽田）

東京・大阪

東京・大阪・名古屋・福岡

美しい砂の景観が広がるナミビアと、
多様な動植物が生息する南ア南部の
ケープ半島が旅の舞台です。無機質
な砂漠の広大なスケール感やケープ
半島の豊かな生き物たちとの出会いを
ハイキングを通して体感ください。

ポプラが色づくとっておきの季節にカッ
パドキアを訪れ、変化に富んだ計5回の
ハイキングを楽しみます。キノコの形を
した奇岩群が林立する谷では、観光バ
スの騒音も消え、まるで桃源郷に迷い
込んだような気分になることでしょう。

テントを担ぎ、世界各国から参加する
トレッカーたちと一緒に、2泊3日かけ
て47.88kmのトレイルを踏破します。
テントの設営補助や日数ごとに食材
提供があるため、テント泊初心者の方
も安心してご参加いただけます。

週 末を含む3日 間で、花 崗 岩の岩
峰群が見事なソウルの名峰・北漢山

（837m）の登頂やソウル観光を楽し
みます。さらに今回はソウルのトレッキ
ング愛好家グループと合同で交流登
山を行い、夕食会を行う予定です。

秋のドロミテはカラマツの黄葉や澄み
わたった空が美しく、夏の繁忙期が落
ち着き、静けさを取り戻すおすすめの
シーズンです。林立する岩峰群を楽し
みながら、計5回のハイキングにご案
内する充実の新企画です。

エベレストを望む絶好の展望地でカラ
パタールの登頂に加え、数々の遠征隊
が訪れた憧れのベースキャンプも訪れ
る特別企画です。世界最高峰エベレス
トはもちろん、ローツェやヌプツェ、ア
マダブラムなどの名峰を堪能します。

※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。

ネパール
ツアーリーダー：東京発着同行

香 港
ツアーリーダー：東京発着同行

イタリア
ツアーリーダー：東京発着同行

ナミビア・南アフリカ
ツアーリーダー：日本発着同行

トルコ
ツアーリーダー：東京発着同行

韓 国
ツアーリーダー：東京発着同行

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
11/ 8 F〜11/17A ￥642,000

出発日〜帰国日 旅行代金
10/10E〜10/16D ¥314,000

出発日〜帰国日 旅行代金
10/19G〜10/23D ￥218,000

出発日〜帰国日 旅行代金
11/ 1 F〜11/ 3 A ￥138,000

出発日〜帰国日 旅行代金
10/ 5 G〜10/13A ￥526,000

出発日〜帰国日 旅行代金
11/12C〜12/ 3 C ￥566,000

add∂ee

add∂ee addd∂e

adddee
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詳しくは「世界の山旅」P.72・73をご参照ください。

詳しくは、専用チラシをご請求ください。 詳しくは、専用チラシをご請求ください。

詳しくは「創業50周年記念特別企画 vol.16」P.6をご参照ください。

詳しくは「世界の山旅（秋の特集号）」P.10・11をご参照ください。

詳しくは「世界の山旅」P.26・27をご参照ください。

※燃油サーチャージ（7月20日現在：目安約50,000
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（7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（7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（7月20日現在：目安約2,400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（7月20日現在：目安約17,000円
～33,000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（7月20日現在：目安約17,000円
～18,600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。

美しい砂丘群を歩き、花咲くケープ半島でハイキング

秋の素晴らしい季節に奇岩の大地をじっくり歩く 世界中のトレッカーたちと踏破を目指す、新体験のトレッキングイベント

秋のベストシーズンに週末利用の日程でソウルの名峰へ

落ち着きを取り戻した秋のドロミテでとっておきの隠れ宿に泊まる

数々の遠征隊が訪れた、世界最高峰のベースキャンプへ

宇津木 健
（うつぎ けん）

小林 博史
（こばやし ひろふみ）

水津 幹夫
（すいづ みきお）

松本 伸夫
（まつもと のぶお）

松澤 学
（まつざわ まなぶ）

石部 保志
（いしべ やすし）
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