
※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）

▲大展望が広がるマッキンノン峠▲荘厳な雰囲気を持つタクツァン僧院▲鷲の巣村マルヴァオンで迎える朝

＝＝＝特選！2019年11〜12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。）

“雷龍の国”ブータン・ヒマラヤ・
ハイキングとプナカ ７日間

ポルトガル南部ハイキングと
アレンテージョの鷲の巣村 10日間

ミルフォード＆ルートバーン・トラック完全踏破
とマウントクック 13日間

東京・大阪・名古屋・福岡東京・大阪 東京

小さな王国ブータンは、伝統文化を守
り続け、独特の仏教文化が色濃く残る
素朴な国です。4,000mの峠からヒマラ
ヤ山脈の展望を楽しんだり、荘厳な聖
地タクツァン僧院を訪問しながら、ブー
タンの多彩な魅力に触れる山旅です。

ポルトガル最西南端サン・ヴィンテ峠
に向かって整備された、全長450km
のロングトレイルのハイライトを2日間
に分けて歩きます。中世の面影を残す
鷹の巣村上部に建つ、歴史的建造物ホ
テル「ポザータ」での宿泊も魅力です。

NZが誇る2つの大人気トレイルを一度に
踏破して、さらには氷河を抱く最高峰ア
オラキ/マウントクックを目の前にのぞむ、
憧れのハーミテージホテルにも宿泊しま
す。ニュージーランドの魅力を余すところ
なくお楽しみいただく決定版コースです。
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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

発着地発着地 発着地

出発日〜帰国日 旅行代金
11/ 9 G〜11/15F ￥416,000

出発日〜帰国日 旅行代金
11/ 8 F〜11/17A ￥486,000

出発日〜帰国日 旅行代金
11/22F〜12/ 4 D ￥846,000

addeeeaddeee adddee

詳しくは「ニュージーランドの山旅」P.34・35をご参照ください。詳しくは「世界の山旅」P.28をご参照ください。詳しくは「世界の山旅 秋の特集号」P.16・17をご参照ください。

※燃油サーチャージ（8月20日現在：目安約4,000円
〜7,000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（8月20日現在：目安約24,000円
〜26,000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。

今も伝統文化を守り続ける素朴で小さな国へ秋のポルトガルを満喫、風光明媚な村や海岸線をハイキング ニュージーランドの人気トレッキングコースを一度に満喫

ニュージーランド
ツアーリーダー：東京発着同行

ブータン
ツアーリーダー：日本発着同行

中川 元宏
（なかがわ もとひろ）

山﨑 裕
（やまさき ゆたか）

中島 修子
（なかじま のぶこ）

特典

5,000ポイントを還元！

残2

ポルトガル
ツアーリーダー：東京発着同行

燃油サーチャージは、旅行代金に含まれています。



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8/30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！

▲トルーカ山北峰山頂より望む火口湖“太陽の湖”▲香港の名峰シャープピーク（468m）の山頂へ

▲ルートバーン・トラックの花咲く稜線を行く ▲広大な原野を行く。右の山がぺリオン・ウェスト、中央の山がMt.オッサ ▲雨の日は森がいっそう美しくなる

▲チャルテンへの道のりから望むフィッツロイ山群

特選企画「私たちがご案内します！」

メキシコ4,000m峰トルーカ山登頂と
3つの古代文明遺跡巡りとカンクン 10日間

香港の名峰２座登頂 
４日間

ルートバーン・トラック完全踏破と
ミルフォード1日ハイキング、マウントクック 9日間

タスマニア島
オーバーランド・トラック大縦断 10日間

ミルフォード・トラック完全踏破と
ルートバーン1日ハイキング 9日間

東京東京・大阪・名古屋

東京 東京 東京

メキシコ第4の高峰登山から遺跡探
訪、そしてカリブ海のリゾートまで、メキ
シコの魅力を詰め込んだ山旅です。ト
ルーカ山（4,620m）は車でアプローチ
できるため、標高差約400mで憧れの
4,000m峰に登頂することができます。

「香港で山歩き？」そんな疑問は一度ご参
加いただければ吹き飛んでしまうことで
しょう。大都会から一歩足を踏み出せば、
美しい海岸線や荒々しい稜線など、香港に
は驚くほど多様な自然が残されています。
もちろんグルメや買い物も満喫できます。

温水シャワーと乾燥室が完備された快
適なロッジを利用して、全長約38kmの
人気トレイルを歩きます。2泊3日の行程
中は、深い渓谷や山上湖、南極ブナの森
など多様な自然景観が楽しめます。外
国人トレッカー達との交流も楽しみです。

世界遺産に登録された国立公園を北
から南に大縦断。森の中の快適な貸切
ロッジに泊まりながら、5泊6日で全長
65kmのロングトレイルを踏破します。ト
レッキング中は、天候等の条件が許せ
ばタスマニア最高峰の頂も目指します。

豊かな大自然と太古の原生林が色濃
く残る、NZ南島の中で一番人気のミ
ルフォード・トラック（全長54km）を3泊
4日かけて踏破して、さらには人気を二
分するルートバーン・トラックの日帰り
ハイキングも楽しむ充実の内容です。

パタゴニア・パイネ＆フィッツロイ山群
トレッキング・スペシャル 15日間

東京

登攀やカヤックなどを通じて通い詰め
た私自身が大好きなパタゴニアへ皆さ
まをご案内できることが今から楽しみ
です。天を突くようにそびえる岩峰群
や広大な氷河など、ここにしかない大
自然を皆さまもぜひ体感してください。

※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。

メキシコ
ツアーリーダー：東京発着同行

香港
ツアーリーダー：日本発着同行

ニュージーランド
ツアーリーダー：クイーンズタウン発オークランド着同行

オーストラリア
ツアーリーダー：東京発着同行

ニュージーランド
ツアーリーダー：クイーンズタウン発クライストチャーチ着同行

11名様限定

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
12/ 4 D〜12/13F ￥498,000

出発日〜帰国日 旅行代金
12/ 4 D〜12/ 7 G ￥216,000

出発日〜帰国日 旅行代金
12/ 6 F〜12/14G ￥648,000

出発日〜帰国日 旅行代金
12/10C〜12/19E ¥698,000

出発日〜帰国日 旅行代金
12/11D〜12/19E ¥648,000

adddeeadd∂ee
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※燃油サーチャージ（8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（8月20日現在：目安約4,000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。

情熱の国メキシコ、神秘の遺跡とカリブ海のリゾートを訪ねる山、夜景、グルメをたっぷり楽しむ

NZ随一の好展望を誇るスカイライン・トレッキング 11名様限定。島内一の人気を誇るトレイルを完全踏破 世界自然遺産フィヨルドランド国立公園の２大トレイルを歩く

詳しくは「世界の山旅」P.62・63をご参照ください。詳しくは「創業50周年記念特別企画 vol.17」P.5をご参照ください。

詳しくは「ニュージーランドの山旅」P.32・33をご参照ください。 詳しくは「オーストラリアの山旅」P.4・5をご参照ください。 詳しくは「ニュージーランドの山旅」P.31をご参照ください。

前田 拓哉
（まえだ たくや）

発着地

出発日〜帰国日 旅行代金
 11/22F〜12/ 6 F ￥926,000

adddee

※燃油サーチャージ（8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。

エキスパート・ツアーリーダーこだわりの企画

チリ アルゼンチン
ツアーリーダー：東京発着同行

詳しくは「世界の山旅」P.60・61をご参照ください。

水津 幹夫
（すいづ みきお）

小暮 一男
（こぐれ かずお）

土屋 貞夫
（つちや さだお）

松村 亮太
（まつむら りょうた）

西川 茂樹
（にしかわ しげき）

燃油サーチャージは、旅行代金に含まれています。 燃油サーチャージは、旅行代金に含まれています。 燃油サーチャージは、旅行代金に含まれています。


