世界の山旅を手がけて50年

オーストリアの山旅
2019.6～10

▲緑深いアルプスと点在する山上湖を楽しむ
（シュラードミング）

▲花々が咲き乱れるトレイルを歩く
（レッヒ）

▲ドライ・チンネン一周ハイキング

▲フネス谷を訪問

▲
“花の散策路”
ハイキング
（サンクト・アントン）

▲エッツタール山群を望む
（クロイツシュピッツェ）

▲ダハシュタイン山群のカルスト地形を望む

▲ホーエムート展望台からエッツタール山群を眺めながら歩く
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オーストリア
インフォメーション
❶ レッヒ

（フォアアールベルク州） ❷ チロル州
Lech, Vorarlberg

Tirol

オーストリアの西端にあるチロル州
は、北にドイツ、南にイタリア、西に
スイスが囲むように隣接する山の国
で、緑美しい渓谷、のどかな放牧地
（アルム）
、
そこに咲き誇る花々、
背後
に連なる雄大な山々など、アルプス
の原風景がいまも残ることから
「ア
ルプスのハート」として世界中の
人々にこよなく愛されています。

❸ ザルツブルク
Salzburg

英国王室をはじめ、
世界の王侯貴族が訪れ
る高級リゾート。
“ヨーロッパで最も美し
い村”
の称号を得たこともあります。美し
い高原
（アルム）
、
一面の花々に囲まれた美
しいリゾートです。

ドイツ語で
「塩の砦」
を意味するとおり、
この町は古く
から岩塩の産地で、
そこから生み出される莫大な富に
よって繁栄してきました。楽聖モーツァルトが生ま
れた町としても知られ、
毎年夏に開催される
「ザルツ
ブルク音楽祭」
は世界中から音楽ファンが訪れます。

❹ ザルツカンマーグート地方
Salzkanmmergut

ザルツブルクの東側に広がる、
東部アルプスの山並み
と数多くの湖が織りなす風光明媚なエリアです。名
作映画
「サウンド・オブ・ミュージック」
の舞台としても
知られ、
世界遺産に登録されたダハシュタイン山群
や、
古くから岩塩の交易で栄え、
多くの芸術家を育ん
だ美しい街など自然と文化が見事に調和した景観を
お楽しみください。

❺ ハルシュタット

❽ エッツタール山群

Hallstatt

ハルシュタット湖畔に家々が並び建つ景観が、
世界
で最も美しい湖畔の町のひとつとして知られていま
す。また、
その美しさと紀元前まで遡ることができ
る歴史的価値により、
世界遺産に登録されています。

Ötztal

チロル最高峰ヴィルトシュピッツェ
（3,768ｍ）
をはじめ、
数多くの3,000
ｍ峰を有し、
高峰から流れ落ちる氷河
と、
花咲く高原が美しい景観を作って
います。ロープウェイ等の交通機関
を利用して、
迫力ある展望が手軽に楽
しめるのも魅力です。

❼ ホーエ・タウエルン

国立公園

Hohe Tauern National Park
オーストリア最高峰グロースグロックナー
（3,798ｍ）
をはじめ、3,500ｍ級の山々が連
なり、
雄大なパステルツェ氷河を擁する、
迫力
の山岳風景が魅力です。山麓の山岳リゾート
に滞在すれば、
雪をまとった高峰と山麓のアル
ムのコントラストをお楽しみいただくことが
できるでしょう。

❾ドロミテ山群

❻ ダハシュタイン&

シュラードミング・タウエルン
Dachstein＆Schladming Tauern

日本人にはまだあまり
紹 介 さ れ て い な い、
オーストリア南部に位
置するエリアで、現地
の方々も訪れる人は少
なく、
静かな山域です。
２つの山域では毎日変
化に富んだ内容の縦走
をお楽しみいただくこ
とができるでしょう。

Dolomiti

イタリア北部に位置し、
数多くの岩峰群が
連なる風景は世界でもここにしかないと
いっても過言ではないでしょう。元々は
「チロル」
の一部でしたが、
歴史的な経緯を
経て、
現在はイタリア領内に位置していま
す。
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CLXE-19

改訂 草原（アルム）を彩る可憐な花々とヨーロッパ屈指の山岳リゾート滞在を楽しむ

花咲くチロル・アルプス
フラワー・ハイキングと美しき村 8日間

▲花咲くアルムを歩くチロルらしいハイキング
（5日目）

美しい自然と人々の暮らしが調和
するチロルとフォアアールベルクで
フラワー・ハイキングを楽しむ
本コースでご案内するのは、オーストリアの西端にあたる「チロル」.
と
「フォアアールベルク」エリアです。昔から人々は
「タール」と呼ばれ
る谷ごとに独自の風俗、習慣を育み、いまもその伝統が連綿と受け継が

発着地
歩行時間

東京・大阪・名古屋

ddeee

出発日〜帰国日

6/ 29㈯〜 7 / 6 ㈯
7/ 7 ㈰〜 7 / 14 ㈰

各地からの日本国内線特別プランあり。詳細はお問い合わせください。
宿泊高度

ggg

宿泊施設

lm

東京発着

大阪発着

名古屋発着

¥498,000

¥508,000

¥518,000

¥498,000

¥508,000

¥518,000

●燃油サーチャージ（2019年2月20日現在：目安約14,000円～40,000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：ミュンヘンからチューリッヒまで同行します。添乗員は同行しませんが、

れています。緑豊かなアルム
（草原）
、
そこに咲き乱れる色鮮やかな花々、 出発日と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
そして美しいアルプスの山々。ここでは自然とそこに暮らす地元の人々
の生活を守るため、
ほかのアルプス地域に比べて開発を厳しく制限してき
ました。だからこそ、
皆さまが
「アルプス」
と聞いて思い浮かべる、
心安らぐ
牧歌的な風景がいまも受け継がれていると言えるでしょう。

▲アルペンローゼが咲き誇るトレイルを歩く
（3日目） ▲高山には残雪が残り、山麓には花が咲く
（4日目）

日本・オーストリア友好150周年記念
2019 年は日本・オーストリア間に国交が樹立
してから150 周年を迎えます。本コースにご
参加の皆さまへ記念イラスト入りのオースト
リア 政 府 観 光 局オリジナル
トートバッグをプレゼントい
たします。

●食事：朝6回、昼2回、
夕4回 ●一人部屋利用追加料金：￥60,000
●利用予定ホテル：Bクラス以上。
『ヨーロッパの山旅』P .65掲載のホテルリストをご参照
ください。
●利用予定航空会社：エールフランス、
フィンランド航空、
アリタリア-イタリア航空、日本航
空、K L Mオランダ航空、
ルフトハンザ・ドイツ航空、
スイスインターナショナルエアラインズ、
全日空、
オーストリア航空、
ブリティッシュ・エアウェイズ、L O Tポーランド航空

【日程】
①東京・大阪・名古屋1ヨーロッパ内都市1ミュンヘン2ゼルデンまたはオー
バーグルグル
【H】
②ゼルデンまたはオーバーグルグル滞在（“エッツタール山群氷河展望ハイキ
ング”
／徒歩2.5時間）
【H】
③2サンクト・アントン2レンドル展望台
（
“アルペンローゼの道”ハイキング
／徒歩3時間）
2サンクト・アントン
【H】
④
（
“花の散策道”ハイキング／約2時間）
2レッヒ
（ハーブの道ハイキング／2
時間）
2レッヒ
【H】
⑤レッヒ滞在2オーバーレッヒ展望台
（
“ワルザー民族の足跡を辿って”
／徒歩
3時間）
【H】
⑥レッヒ滞在7リュッフィコプフ展望台（レッヒタール展望アルム・ハイキン
グ／徒歩2時間）
【H】
⑦2チューリッヒ1ヨーロッパ内都市1
【機中泊】
⑧東京・大阪・名古屋

▲ワスレナグサの仲間
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▲ハクサンチドリの仲間 ▲リンドウの仲間

▲アネモネの仲間

改訂 オーストリア・アルプスを西から東へ横断し、たっぷりオーストリアを満喫

CLXH-19

オーストリア・ハイキング・スペシャルと
音楽の都ザルツブルク 11日間

世界遺産

▲氷河によって形成された雄大な景色を見ながらオーバーグルグルへくだる
（4日目）

緑深い草原
（アルム）
、
一面のお花畑、
草を食む牛、
アルプスの山々
アルプスの原風景が残るチロル地方
本コースでは、
このエリアを代表するレッヒとサンクト・アントン、
エッツ
タールのゼルデンまたはオーバーグルグルに宿泊し、
ゆったりハイキン
グを楽しみます。レッヒは
“ヨーロッパで一番美しい村”
の称号を得たこ
とがあるチロルを代表する山岳リゾートです。サンクト・アントンはアル
ペン・スキー発祥の地として名高く、
昔ながらのアルプスの雰囲気をいま
に残すのが魅力です。エッツタールはイタリアにほど近いオーストリア
南部のエリアで、
イタリアとの国境地帯に 3,000m 級の山岳が連なって
います。静かな谷合いの村々には観光客もぐっと少なくなり、
田舎の美
しい山岳風景をお楽しみいただけることでしょう。

▲サンクト・アントンにある
“花の散策路”
を歩く
（3日目）

▲音楽の都ザルツブルク

日本・オーストリア友好150周年記念
2019 年は日本・オーストリア間に国交が樹立
してから150 周年を迎えます。本コースにご
参加の皆さまへ記念イラスト入りのオースト
リア 政 府 観 光 局オリジナル
トートバッグをプレゼントい
たします。

発着地
歩行時間

東京・大阪・名古屋

ddeee

出発日〜帰国日

6/ 27㈭〜 7 / 7 ㈰

各地からの日本国内線特別プランあり。詳細はお問い合わせください。
宿泊高度

ggg

宿泊施設

lm

東京発着

大阪発着

名古屋発着

¥598,000

¥608,000

¥618,000

●燃油サーチャージ（2019年2月20日現在：目安約14,000円〜40,000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：チューリッヒからミュンヘンまで同行します。添乗員は同行しませんが、
出発日と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9回、昼4回、
夕8回
●一人部屋利用追加料金：￥86,000 ●利用予定ホテル：Bクラス以上。
『ヨーロッパの山
旅』P .65掲載のホテルリストをご参照ください。 ●利用予定航空会社：エールフランス、
フィンランド航空、
アリタリア-イタリア航空、日本航空、K L Mオランダ航空、
ルフトハンザ・
ドイツ航空、
スイスインターナショナルエアラインズ、全日空、
ブリティッシュ・エアウェイズ、
L O Tポーランド航空

【日程】
①東京・大阪・名古屋1ヨーロッパ内都市2レッヒ
【H】
②レッヒ滞在2または7オーバーレッヒ展望台（“ワルザー民族の足跡を辿っ
て”ハイキング／徒歩3時間）27リュッフィコプフ展望台でフォンデュ
ディナー
【H】
③2サンクト・アントン（“花の散策路”ハイキング／徒歩4時間）
（伝統料理と
郷土料理の夕べ）
サンクト・アントン
【H】
④27ホーエムート展望台（エッツタール山群氷河展望ハイキング／徒歩2.5
時間）
2ゼルデンまたはオーバーグルグル
【H】
⑤2ゼルデン7ガイスラッハーコーゲル展望台72ハイリゲンブルート
【H】
⑥2フランツ・ヨゼフス・ヘーエ展望台
（グロースグロックナーと歴史探訪ハイ
キング／徒歩3時間）
カプルン
【H】
⑦カプルン滞在27
（キッツシュタインホルンハイキング／徒歩4時間）
【H】
⑧2（絶景のファイブフィンガー往復軽ハイキング／徒歩1時間）ザルツブル
ク
【H】
⑨ザルツブルク滞在（午前、音楽の都ザルツブルク散策）
（午後、フリータイム）
（夜ディナー＆コンサート）
【H】
⑩2ミュンヘン1ヨーロッパ内都市1
【機中泊】
⑪東京・名古屋・大阪
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CSTS-19

世界遺産

アルプスにありながら、知る人ぞ知る魅力があふれる山域で変化に富んだ縦走トレッキング

ダハシュタイン&シュラードミング・タウエルン
縦走トレッキング 9日間

▲緑豊かなシュラードミング・タウエルンを歩く
（6日目）

オーストリア・アルプスの
ロングトレイル決定版

発着地
歩行時間

本コースで訪れるダハシュタイン、
シュラードミング・タウエルン山群で
トレッキングをお楽しみいただくことができます。前半は世界遺産とし
て有名なハルシュタットから出発してシュラードミングの街まで、
ダハ
シュタインの山塊を２泊３日で縦走します。山旅の後半はシュラードミ
ング・タウエルン山群の核心部をトレッキングします。可憐な花々、
美し
い山上湖、
雄大な高峰などに加え、
好展望を誇るピークの登頂も目指しま
す。入山するトレッカーが少ないこともあって、
山群を独占したような気

▲ルンガウアー・カルクシュピッツェ山頂へ
（6日目） ▲ファイブフィンガー展望台を訪問
（3日目）

日本・オーストリア友好150周年記念

各地からの日本国内線特別プランあり。詳細はお問い合わせください。

dddee

出発日〜帰国日

は豪快な山容の山々や氷河をいだく鋭峰を眺めながら、
歩き応えのある

分で歩ける充実した山旅に、
ぜひご期待ください。

東京

宿泊高度
東京発着

7/ 5 ㈮〜 7 / 13 ㈯ ¥498,000

ggg

宿泊施設

出発日〜帰国日

lk
東京発着

8/ 3 ㈯〜 8 / 11 ㈰ ¥518,000

●燃油サーチャージ（2019年2月20日現在：目安約21,000円〜41,000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：ウィーンからミュンヘンまで同行します。添乗員は同行しませんが、出発
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6回、昼4回、
夕6回 ●一人部屋利用追加料金：￥30,000
（山小屋泊を除く）
●利用予定ホテル：Bクラス以上。
『ヨーロッパの山旅』P．
65掲載のホテルリストをご参照
ください。 ●利用予定航空会社：エミレーツ航空、エティハド航空、
カタール航空、
ター
キッシュエアラインズ

【日程】
①東京1
【機中泊】
②中東経由都市1ウィーン
【H】
③ウィーン25ハルシュタット散策27クリッペンシュタイン
（ファイブフィ
ンガー往復軽ハイキング／徒歩1時間）7クリッペンエック（山小屋までハ
イキング／徒歩15分）
ギャイトアルム小屋
【M】
④
（ダハシュタイン山群縦走トレッキング1日目／徒歩5時間）
グッテンベルク
ハウス小屋
【M】
⑤
（ダハシュタイン山群縦走トレッキング2日目／徒歩6時間）
72シュラード
ミング
【H】
⑥2（シュラードミング・タウエルン縦走トレッキング1日目／徒歩8時間）ギ
グラッハ湖小屋またはイグナス・マッティス小屋
【M】
⑦（シュラードミング・タウエルン縦走トレッキング2日目／徒歩7時間）2
シュラードミング
【H】
⑧2ミュンヘン1
【機中泊】
⑨中東経由都市1東京

2019 年は日本・オーストリア間に国交が樹立
してから150 周年を迎えます。本コースにご
参加の皆さまへ記念イラスト入りのオースト
リア 政 府 観 光 局オリジナル
トートバッグをプレゼントい
たします。
▲好展望地に建つ山小屋に宿泊
（4日目）
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▲巨大な山塊が連なるダハシュタイン・エリアを歩く
（5日目）

世界遺産

CTRA-19

美しいお花畑、
氷河、
迫力ある岩峰…ゆとりある日程でアルプスの2大人気エリアへ

緑豊かなチロルの美しい村々と
ドロミテの岩峰展望ハイキング ９日間

▲ドロミテの名峰ドライ・チンネンを見ながら歩く
（7日目）

チロルとドロミテ
魅惑の２大エリアを歩く

発着地
歩行時間

東京・大阪・名古屋

ddeee

出発日〜帰国日

旅のはじまりはオーストリアのチロル地方へ。チロルにはスイスのマッ

6/ 23㈰〜 7 / 1 ㈪

ターホルンのように日本で名前を知られる山は少ないですが、標高

7/ 7 ㈰〜 7 / 15 ㈪

3,000m 級の氷河を抱いた山々をのぞむことができます。また山麓には

7/ 14㈰〜 7 / 22 ㈪

美しい草原とお花畑が広がり、
牛が草を食む牧歌的な風景のなかでのハ
イキングを満喫します。そしてチロルのあとは国境を越えてイタリアへ。
世界遺産に登録されたドロミテ山群の核心部を訪れ、
大迫力の岩峰群を
仰ぎ見ながらハイキングをお楽しみいただきます。チロルとドロミテの
人気 2 大エリアを訪れハイキングを楽しむ、
ロングセラー企画です。

7/ 19㈮〜 7 / 27 ㈯

各地からの日本国内線特別プランあり。詳細はお問い合わせください。
宿泊高度

ggg

宿泊施設

lm

東京発着

大阪発着

名古屋発着

¥536,000

¥546,000

¥556,000

¥546,000

¥556,000

¥566,000

¥548,000

¥558,000

¥568,000

¥548,000

¥558,000

¥568,000

●燃油サーチャージ（2019年2月20日現在：目安約14,000円〜40,000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：チューリッヒからベネチアまで同行します。添乗員は同行しませんが、出
発日と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7回、昼2回、
夕4回 ●一人部屋利用追加料金：￥72,000
●利用予定ホテル：Bクラス以上。
『ヨーロッパの山旅』P .65掲載のホテルリストをご参照
ください。
●利用予定航空会社：エールフランス、
フィンランド航空、
アリタリア-イタリア航空、日本航
空、K L Mオランダ航空、
ルフトハンザ・ドイツ航空、
スイスインターナショナルエアラインズ、
全日空、
オーストリア航空、
ブリティッシュ・エアウェイズ、L O Tポーランド航空
※現地事情により、
ご参加者のなかでホテルの部屋の広さやバスタブの有無など、条件が異なる
場合がありますので、予めご了承ください。

【日程】
①東京・大阪・名古屋1ヨーロッパ内都市2レッヒ
【H】
②レッヒ滞在72オーバーレッヒ展望台
（
“ワルザー民族の足跡を辿って”ハイ
キング／徒歩3時間）
【H】
③2オーバーグルグル7ホーエムート展望台
（エッツタール山群氷河展望ハイ
キング／徒歩2.5時間）
2ゼルデンまたはオーバーグルグル
【H】
④2
（絶景のフネス谷散策／徒歩1.5時間）
2オルティセイ
【H】
⑤オルティセイ滞在27（怪峰サッソルンゴ半周ハイキング／徒歩3時間）
【H】
⑥2
（アベラウ小屋ハイキング／徒歩2.5時間）
2コルチナ
【H】
⑦コルチナ滞在
（名峰ドライ・チンネン一周ハイキング／徒歩約4.5時間）
【H】
⑧コルチナ2ベネチア1ヨーロッパ都市1
【機中泊】
⑨東京・大阪・名古屋

▲雄大な氷河峰を見ながらオーバーグルグルへと下る
（3日目）

▲なかなか前に進まないほどの花々に見惚れる
（2日目）▲夏のチロルを彩る花々とアルム
（高原）
（2日目）
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CTRB-19

世界遺産

アルプスの2大人気エリアを歩く決定版

緑豊かなチロルの美しい村々ゆったり滞在と
ドロミテの岩峰展望ハイキング 11日間

▲緑豊かなトレイルを歩く
“ワルザー民族の足跡を辿って”
ハイキング
（2日目）

チロルとドロミテ
人気の２つのエリアを訪れ、
多彩
なハイキングを楽しみます。
P7 掲載の 9 日間の日程に、オーストリアのレッヒ、ゼルデンまたはオー
バーグルグルでの宿泊を一日ずつ増やしました。
“9 日間では物足りな
い”、
“もっとたっぷりとチロル &ドロミテ・アルプスの魅力に浸りたい”、と
いう方にとくにおすすめです。例年、見事な花畑を楽しむことができる時
期に出発日を設定しました。アルプスと花々の競演にご期待ください。

発着地
歩行時間

東京・大阪

各地からの日本国内線特別プランあり。詳細はお問い合わせください。

ddeee

出発日〜帰国日

6/ 30㈰〜 7 / 10 ㈬

宿泊高度

ggg

宿泊施設

lm

東京発着

大阪発着

¥598,000

¥608,000

●燃油サーチャージ（2019年2月20日現在：目安約14,000円〜40,000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：チューリッヒからベネチアまで同行します。添乗員は同行しませんが、出
発日と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9回、昼2回、
夕5回 ●一人部屋利用追加料金：￥92,000
●利用予定ホテル：Bクラス以上。
『ヨーロッパの山旅』P .65掲載のホテルリストをご参照
ください。
●利用予定航空会社：エールフランス、
フィンランド航空、
アリタリア-イタリア航空、日本航
空、K L Mオランダ航空、
ルフトハンザ・ドイツ航空、
スイスインターナショナルエアラインズ、
全日空、
オーストリア航空、
ブリティッシュ・エアウェイズ、L O Tポーランド航空
※現地事情により、
ご参加者のなかでホテルの部屋の広さやバスタブの有無など、条件が異なる
場合がありますので、予めご了承ください。

▲名峰ドライ・チンネン一周ハイキング
（9日目） ▲盛夏の花の多さでも知られるドロミテ山群

【日程】
①東京・大阪1ヨーロッパ内都市1チューリッヒ2レッヒ
【H】
②レッヒ滞在7または2オーバーレッヒ展望台（“ワルザー民族の足跡を辿っ
て”
ハイキング／徒歩3時間）
【H】
③レッヒ滞在2
（ラーベンスブルガー小屋ハイキング／徒歩4時間）
【H】
④27ホーエムート展望台（エッツタール山群氷河展望ハイキング／徒歩2.5
時間）
ゼルデンまたはオーバーグルグル
【H】
⑤ゼルデンまたはオーバーグルグル滞在7ガイスラッハーコーゲル展望台
（エッツタール山群山麓ハイキング／徒歩2時間）
【H】
⑥2
（絶景のフネス谷散策／徒歩1.5時間）
2オルティセイ
【H】
⑦オルティセイ滞在
（怪峰サッソルンゴ半周ハイキング／徒歩3時間）
【H】
⑧2
（アベラウ小屋ハイキング／徒歩2.5時間）
2コルチナ
【H】
⑨コルチナ滞在
（名峰ドライ・チンネン一周ハイキング／徒歩4.5時間）
【H】
⑩2ベネチア1ヨーロッパ内都市1
【機中泊】
⑪東京・大阪

▲牛が草を食む牧歌的な風景が広がるチロル地方
（3日目） ▲フネス谷を訪問
（6日目）
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CTMC-19

世界遺産

音楽祭特別企画
レッヒ

迫力あるドロミテの岩峰展望ハイキングと
緑豊かなチロルの美しい村々 １０日間

▲ドライ・チンネン一周ハイキング
（3日目）

レッヒ音楽祭を楽しむ

発着地

レッヒは、
古くからヨーロッパの王侯貴族に愛されてきた山岳リゾート

歩行時間

で、
“ヨーロッパで最も美しい村”
にも選ばれています。町のシンボルの
緑豊かな牧草地、
レッヒ川の清流が調和する風景は見事です。豊かなア

ddeee

出発日〜帰国日

7/ 24㈬〜 8 / 2 ㈮

オーメスホルンがどっしりと聳え、
可愛らしい花々で彩られた家並みと
ルプスの懐に抱かれたレッヒに３連泊して、
たっぷりとハイキングを楽

東京・大阪・名古屋

各地からの日本国内線特別プランあり。詳細はお問い合わせください。
宿泊高度

ggg

宿泊施設

lm

東京発着

大阪発着

名古屋発着

¥592,000

¥602,000

¥612,000

●燃油サーチャージ（2019年2月20日現在：目安約14,000円〜40,000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：ベネチアからチューリッヒまで同行します。添乗員は同行しませんが、発
着地によってはツアーリーダーが全行程同行します。
舞台は村のどこからでも見える小さな可愛らしい教会です。期間中は、 ●最少催行人数：12人 ●食事：朝8回、昼1回、夕5回
『ヨーロッパの山旅』P.65掲載のホテルリストをご参照
夕方になると民族衣装やドレスで着飾った人々がどこからともなく教会 ●利用予定ホテル：Bクラス以上。
ください。
に集まってきて、
町全体が賑やかな雰囲気に包まれます。国際的に活躍 ●一人部屋利用追加料金：￥86,000 ●利用予定航空会社：エールフランス、フィンラン
する一流の音楽家が集う質の高い音楽祭でありながら、
地域に根差した ド航空、アリタリア-イタリア航空、日本航空、KLMオランダ航空、ルフトハンザ・ドイツ航空、
庶民的な音楽祭でもあり、
気負うことなく本場の音楽を楽しんでいただ スイスインターナショナルエアラインズ、全日空、オーストリア航空、ブリティッシュ・エアウェ
イズ、L O Tポーランド航空

しんだ後は、
美しい音楽の調べに身をゆだねましょう。レッヒ音楽祭の

ける点が魅力です。今年の夏は、
ひと味異なる山旅を楽しみませんか。

※現地事情により、
ご参加者のなかでホテルの部屋の広さやバスタブの有無など、条件が異なる
場合がありますので、予めご了承ください。

▲オーメスホルンが聳えるレッヒの町並み

▲レッヒ音楽祭
（8日目）

▲アルペンローゼの中を進む
（７月下旬）

▲緑豊かなチロルの牧草地
（7日目）

【日程】
①東京・大阪・名古屋1ヨーロッパ内都市2コルチナ
【H】
②コルチナ滞在2
（アベラウ小屋ハイキング／徒歩2.5時間）
2コルチナ
【H】
③2（名峰ドライ・チンネン一周ハイキング／徒歩4.5時間）2オルティセイ
【H】
④オルティセイ滞在27（怪峰サッソルンゴ半周ハイキング／徒歩3時間）2
オルティセイ
【H】
⑤2
（フネス谷散策／徒歩1.5時間）
2
（ティンメルスヨッホ峠越え）
2ゼルデン
またはオーバーグルグル泊
【H】
⑥ホーエムート展望台
（エッツタール山群氷河展望ハイキング／徒歩2.5時間）
2レッヒ
【H】
⑦レッヒ滞在7または2
（
“ワルザー民族の足跡を辿って”ハイキング／徒歩3
時間）
【H】
⑧レッヒ滞在
（フリータイム）
（夜、
レッヒ・クラシック・フェスティバル）
【H】
⑨2チューリッヒ1ヨーロッパ内都市1
【機中泊】
⑩東京・大阪・名古屋
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CTAP-19

世界遺産

改訂 チロルとドロミテ。2つのエリアで登頂を含む充実のハイキングを楽しむ

チロル、
ドロミテ満喫ハイキングと
名峰2座登頂 10日間

▲クロイツシュピッツェ（3,455m）
山頂に向かって一歩一歩登る
（4日目）

チロルとドロミテ。
２つの山群を巡り
名峰２座に登頂する山旅
それぞれ異なる魅力を持つチロルからドロミテへと移動しながら、
チロ
ルとドロミテでそれぞれ２つの 3,000m 峰の登頂にチャレンジするサ
ミット倶楽部の人気の山旅です。チロルで登る山はチロルの中でも氷
雪の高峰が多いエッツタール山群にあるクロイツシュピッツェ
(3,455m）
です。山麓の山小屋に連泊して登頂を目指します。ドロミテ
で登る山はドロミテ中央に鎮座するセッラ山塊の中の最高峰ピッツ・ボ
エ (3,152m) です。荒々しい岩峰群を見上げながら歩くドロミテのハイ
キングが多い中、
この登山ではドロミテの岩山の上を歩く貴重な体験を
味わうことができます。

発着地
歩行時間

東京

各地からの日本国内線特別プランあり。詳細はお問い合わせください。

dddee

出発日〜帰国日

宿泊高度
旅行代金

7/ 19㈮〜 7 / 28 ㈰ ¥550,000

ggg

宿泊施設

出発日〜帰国日

lk
旅行代金

8/ 2 ㈮〜 8 / 11 ㈰ ¥560,000

●燃油サーチャージ
（2019年2月20日現在：目安約21,000円〜41,000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：チューリッヒからベネチアまで同行します。添乗員は同行しませんが、出
発日と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7回、昼2回、
夕5回
●一人部屋利用追加料金：￥62,000
（山小屋泊を除く）
●利用予定ホテル：Bクラス以上。
『ヨーロッパの山旅』P.65掲載のホテルリストをご参照
ください。
●利用予定航空会社：エミレーツ航空、
エティハド航空、
カタール航空、
ターキッシュエアラ
インズ
※クロイツシュピッツェ、およびピッツ・ボエ登山はアイゼン・ピッケルを必要としません。またアイ
ゼン・ピッケルを使用しなければならない等、
自然条件が悪いときは登山を中止します。
※現地事情により、
ご参加者のなかでホテルの部屋の広さやバスタブの有無など、条件が異なる
場合がありますので、予めご了承ください。

▲エッツタール山群の展望を望む
（4日目）

▲マルティンブッシュ小屋の寝室例（3・4日目）

【日程】
①東京1
【機中泊】
②1中東経由都市1チューリッヒ2サンクト・アントン
【H】
③2（マルティンブッシュ小屋ハイキング／徒歩3時間）マルティンブッシュ
小屋
【M】
④（チロルの3,400m峰クロイツシュピッツェ登頂／徒歩6時間）マルティン
ブッシュ小屋
【M】
⑤（フェントへ下山／徒歩2時間）2（絶景のフネス谷散策／徒歩1.5時間）2オ
ルティセイまたはガルデナ谷
【H】
⑥オルティセイまたはガルデナ谷滞在27ポルドイ展望台
（セッラ山塊最高峰
ピッツ・ボエ登頂／徒歩3.5時間）
【H】
⑦2ジアウ峠（クローダ・ダ・ラーゴ展望ハイキング／徒歩4時間）2コルチナ
【H】
⑧コルチナ滞在
（ドライ・チンネン一周ハイキング／徒歩4.5時間）
【H】
⑨2ベネチア1
【機中泊】
⑩中東経由都市1東京

▲トレイルの途中に咲く花
（7日目） ▲セッラ山塊最高峰ピッツ・ボエ
（3,152m）の山頂を目指して台地を歩く
（6日目）
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CAAT-19

改訂 ヨーロッパ3ヶ国に連なるロングトレイルを歩く

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

▲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
（6日目）

氷河、山、渓谷、湖、海・・・
日々移り変わる風景を楽しむ

発着地
歩行時間

東京・大阪

各地からの日本国内線特別プランあり。詳細はお問い合わせください。

dddee

出発日〜帰国日

オーストリア最高峰グロースグロックナーを出発し、
スロヴェニアを貫

6/ 11㈫〜 6 / 20 ㈭

き、
イタリアのアドリア海へと至るロング・トレイル
「アルペ・アドリア・ト

10/ 1 ㈫〜10 / 10 ㈭

レイル」
。この長大なロング・トレイルはアルプスの核心部を歩くととも
に、
はるか古代ローマ時代からの歴史を誇る地域でもあり、
雄大なアルプ
スの山々以外にも、
美しい街、
森、
渓谷、
豊かな食文化など多彩なヨーロッ
パの風景をお楽しみいただくことができます。本コースでは、全長約
750kmを誇るこの長大なトレイルの中から、
そのハイライトを厳選しま
した。トレッキングだけでなく、2 回の登山もお楽しみいただけるよう
にしました。また、
中世の街並みの散策や古城訪問、
美味しい食事や当地
原産のワインなども楽しみです。とくに、
日程 6日目に訪れるファーム・
レストランは毎年好評です。一日の平均歩行時間は4 〜 6時間程度です。

宿泊高度

ggg

宿泊施設

lm

東京発着

大阪発着

¥526,000

¥536,000

¥498,000

¥508,000

●燃油サーチャージ（2019年2月20日現在：目安約21,000円〜41,000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：ベネチアからベネチアまで同行します。添乗員は同行しませんが、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7回、昼5回、
夕7回
●一人部屋利用追加料金：￥60,000
●利用予定ホテル：Bクラス以上、
『ヨーロッパの山旅』P .65掲載のホテルリストをご参照
ください。
●利用予定航空会社：エミレーツ航空、
エティハド航空、
カタール航空、
ターキッシュエアラ
インズ
※現地事情により、
ご参加者のなかでホテルの部屋の広さやバスタブの有無など、条件が異なる
場合がありますので、予めご了承ください。

【日程】
①東京1
【機中泊】
②1中東経由都市1ベネチア2ミルシュタット
【H】
③ミルシュタット滞在2フランツ・ヨゼフス・へーエ展望台
（グロースグロック
ナーと歴史探訪ハイキング／徒歩3時間）
【H】
④2
（ミルシュタット湖展望ハイキング／徒歩4時間）
2フィラッハ
【H】
⑤フィラッハ滞在2
（ドブラッチュ登頂／徒歩4.5時間）
2ヴェルター湖2フィ
ラッハ
【H】
⑥2ヴァルシチ峠（好展望の台地スレメ往復／徒歩4時間）
（ファームレストラ
ン・ランチ）
2ボベッツ
【H】
⑦2
（チマ・ディ・テラロッサ登頂／徒歩6時間）
2ドブローヴォ
【H】
⑧2（ロサンドラ渓谷ハイキング／徒歩4時間）2ピラン観光2トリエステ
【H】
⑨2ベネチア1
【機中泊】
⑩中東経由都市1東京・大阪

▲アドリア海に面したピランの町を訪問
（8日目)
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創業50周年記念特別企画

新企画 オーストリア随一の景勝地・ザルツカンマーグート地方をハイキングで巡り、音楽の都ザルツブルクも満喫する

ザルツカンマーグート
・
トレイルと
サウンド・オブ・ミュージックを巡る旅 9日間

美しい緑のアルムと2,000m級のアルプスの山々に抱かれるよ
うにたくさんの湖水群が点在する風光明媚なザルツカンマ―グー
ト地方。世界遺産にも登録された美しいザルツカンマ―グート
地方の景観を望みながら、ゆったりハイキングを楽しみます。ま
た、不朽の名作映画「サウンド・オブ・ミュージック」の舞台になっ
たホテルに宿泊し、
ロケ地も巡ります
発着地
歩行時間

東京

各地からの日本国内線特別プランあり。詳細はお問い合わせください。

ddeee

宿泊高度

出発日〜帰国日

ggg

宿泊施設

lk

東京発着

¥612,000

8/ 22㈭〜 8 / 30 ㈮

●燃油サーチャージ（2019年2月20日現在：目安約14,000円～21,000円）
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。
●ツアーリーダー（添乗員）
：ウィーンからウィーンまで同行します。
●最少催行人数：12人 ●食事：朝7回、昼6回、
夕6回
●一人部屋利用追加料金：￥62,000
（山小屋泊を除く）
●利用予定ホテル：ザルツブルク近郊：Bクラス以上。シャーフベルク：Ⓑ/ホテル・シャーフ
ベルクシュピッツェ トラウン湖畔：Bクラス以上。 ザルツブルク：Ⓑ/シュロス・レオポル
ツクロン ●利用予定航空会社：オーストリア航空、
ルフトハンザ・ドイツ航空、
スイスイン
ターナショナルエアラインズ、全日空

▲アルプスの山並みと可愛らしい山麓の街のコントラストが美しいザルツカンマ―グート地方を訪れる
（3日目）

※日程2、4、5、6、7日目に宿泊する計5泊分のホテル滞在は、バスタブ付の部屋数に限りがあるため、原
則的にシャワー設備のみのお部屋で統一してご案内しておりますので、あらかじめご了承ください。

日本・オーストリア友好150周年記念
2019 年は日本・オーストリア間に国交が樹立
してから150 周年を迎えます。本コースにご
参加の皆さまへ記念イラスト入りのオースト
リア 政 府 観 光 局オリジナル
トートバッグをプレゼントい
たします。

▲ダハシュタイン山群のカルスト地形を望む
（5日目）

詳しくは
「創業50周年記念特別企画vol.8 」P.2・3をご参照ください。

創業50周年特設ホームページ http://www.alpine-tour.co.jp
〒105-0004東京都港区新橋 3 - 2 - 5（第 5 東洋海事ビル 4 階）

※北海道地区総代理店へ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

0120 938 290

ネイチャリングツアー
専用フリーコール

0120 938 248

