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世界の山旅を手がけて50年
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vol.11～伝統と格式を誇るアルプスの山岳リゾートに泊まる～

スイス、チロル、ドロミテ・ハイキング
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創業50周年特設ホームページ　http://www.alpine-tour.co.jp
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チロル地方のレッヒで美しい草原（アルム）を歩く

アイガー氷河とベルナー・オーバーラントの山々を望む



私たちはアルパインツアーの
ヨーロッパ・アルプス・ハイキングを

応援しています

世界中へお客様をご案内してきたアルパ
インツアーが我 を々パートナーに選んでく
れることを大変誇りに思います。50周年
が1つの通過点に過ぎず、末永く実りある
関係を続けられるよう、ドロミテでこれか
らも素晴らしい体験を用意して皆様をお
待ち申し上げます。

長年にわたって日本の皆様と特別に親し
い関係を築いてきました。中でもアルパ
インツアーと固い信頼関係で結びついて
いることを誇りに思います。これからも大
切なパートナーとして共に歩んでまいりま
す。先進的な環境対策によって自然と調
和したレッヒで皆様をお待ちしています。

レッヒ観光局局長
ヘルマン・フレッチャー

サンモリッツ観光局シニアセールスマネージャー
マッシモ・ボニー

コルチナ観光局海外マーケティング
フランチェスコ・コルテ・コロ

グリンデルワルト観光局局長
ブルーノ・ハウズヴィルト

Best Of The Alps“BOTA” CEO
サミー・サルム

グリンデルワルトと日本の人々は、何十年
にもわたり真心のこもった友好な関係を
築いてきました。そして世界の山旅を通
して、アルパインツアーとお客様が共有す
る山々や自然への愛と敬意は、私たちの
価値観そのものです。皆様のお越しを楽
しみにお待ちしております。

サンモリッツの周辺には、アルプスの画家
と言われたセガンティーニが愛した山々
や人々の営みが今も残ります。風光明媚
な日本の景色にも通じる美しさが、ここに
はあります。夏のハイキング、冬のスキー
と一年を通して、皆様のお越しをお待ちし
ております。

BOTA山岳リゾートはアルパインツアー
の創業時代から情熱をもって皆様をお迎
えしてまいりました。これからもアルプス
での素晴らしい滞在を約束します。記念
すべき年に2つの特別企画で皆様をお迎
えできることにこの上ない喜びを感じなが
ら、お待ち申し上げております。
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�e 12 classic mountain resorts
※本カタログ掲載２コースで宿泊する都市は赤線で囲んでいます。※本カタログ掲載２コースで宿泊する都市は赤線で囲んでいます。

Best of the ALPS
ベスト・オブ・ジ・アルプス
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Point.1
Point.2
Point.3

自然なあたたかさが持続

自分の体温を身体に戻す
高機能繊維

ドライで快適
「加湿」ではなく「保温」

ご参加者の皆様へプレゼント！
本カタログに掲載された全2コースにご参加の皆様
に、光電子製アルパインツアーロゴ入りのオリジナル
ネックウォーマーをプレゼントします。

アルプスの中で、最も伝統と
格式を誇る12の山岳リゾート
Best Of The Alps
ベスト・オブ・ジ・アルプス
Best Of The Alps ベスト・オブ・ジ・アルプス（略称“BOTA”ボ
タ）とは、ヨーロッパ・アルプスの中でも、歴史・文化・名峰などの
条件が揃ったヨーロッパ・アルプスを代表する山岳リゾートにだ
け加盟が認められるグループです。そのためBOTAの山岳
リゾートでは、7回のオリンピック、9回のアルペン・スキー世界
選手権をはじめとした、たくさんの世界的なスポーツイベントが
開催されてきました。現在でもBOTAリゾートは、王侯貴族か
らハイキング愛好家まで、自然を愛する人々が四季を通じて訪
れる傑出した山岳リゾートです。本カタログに掲載した２つの
特別企画では、Aコースのサンモリッツ、グリンデルワルト、
Bコースのレッヒ、ゼーフェルト、コルチナにそれぞれ連泊で
４ツ星クラスのホテルに滞在しながらハイキングをお楽しみい
ただきます。アルプス随一の山岳リゾートでの快適な滞在と、
雄大なアルプスの大自然にご期待ください。

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

サンモリッツ、ツェルマット、グリンデルワルトに宿泊し、氷河特急にも乗車A
P4〜5

B
P6〜7

▲ベルニナ山群展望ハイキング ▲レッヒでゆったりハイキングを楽しむ▲迫力あるアイガー氷河を望む ▲名峰ドライ・チンネンを望む

連泊で楽しむチロル、ドロミテ
ゆったりハイキング 9日間

牧歌的なチロル、岩峰群が迫力あるドロミテ。異なる魅力の２大エリアを満喫

BOTAに加盟する山岳リゾートのサンモリッツ、グリンデルワルトで
の3連泊に加え、マッターホルン山麓のツェルマットにも宿泊します。
スイス・アルプスを代表する３つの山群のほかに、スイスの隠れ里
ソーリオ村でのハイキング、氷河特急の全線乗車もお楽しみいただ
きます。創業50周年を記念する特別ディナーにもご期待ください。

連泊型のゆったり日程で、人気の２大エリアを訪問します。チロルで
はレッヒに３連泊してハイキング。自然と調和したレッヒの、知られざ
る環境施設も特別に訪問します。ゼーフェルトを経て、ドロミテのコ
ルチナへ。名峰ドライ・チンネンを望むハイキングを楽しみ、現地で盛
んなアグリツーリズムのレストランでの夕食で旅を締めくくります。

ポイント①
厳選のハイキングコース

ポイント②
４ツ星クラスのホテルに
ゆったり連泊で滞在

ポイント③
現地観光局による歓迎ディナー
地元の方と触れ合える貴重な機会です
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フランス
ドイツ
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ジュネーブ

シャモニシャモニ

グリンデルワルトグリンデルワルト
（アイガー、メンヒ、ユングフラウ）（アイガー、メンヒ、ユングフラウ）

ヴァリス山群
（マッターホルン、モンテ・ローザ）
ヴァリス山群
（マッターホルン、モンテ・ローザ）

ベルニナ山群
（ピッツ・ベルニナ）

チューリッヒチューリッヒ

サンモリッツ

モンブラン山群
（モンブラン、グランドジョラス）
モンブラン山群モンブラン山群
（モンブラン、グランドジョラス）

スイス オーストリア

ツェルマット
ベルニナ山群ベルニナ山群

サンモリッツ

ベルナー・オーバーラント山群

ジュネーブジュネーブ

▲マッターホルンと記念撮影（5日目）▲迫力あるアイガー氷河を眺めながら下る（7日目）

スイスのBest of the Alpsに加盟する2大山岳リゾートである、サンモリッツとグ
リンデルワルトの4ツ星クラスのホテルに３連泊で滞在します。4日目には有名な
氷河特急に乗車して、マッターホルンの麓ツェルマットも訪問します。山上レスト
ランでの郷土料理ディナーなど、BOTA山岳リゾートの魅力をお楽しみください。

CBSW-19

ベルニナ・アルプスの麓、
高級山岳リゾート・サンモリッツに滞在

サンモリッツの4ツ星老舗ホテルに３連泊!
ホテル・シュヴァイツァーホフ（日程1〜3日目）

歴史ある山岳リゾートの中でも、世界中のVIPが集まる高級リゾートとし
て名高いサンモリッツの4ツ星ホテルにゆっくりと3連泊します。高地の
爽やかな空気に囲まれたサンモリッツ（1,822ｍ）は、年間300日を超え
る晴天率を誇り、広く穏やかな谷にたっぷりと太陽が降り注ぐ抜群の気候
が自慢です。周囲には、美しいベルニナ山群に抱かれた氷河や湖の見事
な景色が広がり、ハイキングコースが無数に存在する地域です。画家セ
ガンティーニも愛したソーリオ村のハイキングや、抜群の山岳展望が広が
るコルバッチ展望台のハイキングなど、変化に富んだハイキングをお楽し
みください。日程3日目は、ムオッタス・ムラーユの展望レストランで、スイ
ス・エンガディン地方の郷土料理ディナーをご堪能いただきます。

中心地の便利な立地、高級感の
あるデラックス・ホテルで、ゆっ
くりと滞在をお楽しみください。
画家セガンティー二が手掛けた
食事会場の天井画は必見で
す。ホテル最上階には展望プー
ルとスパの設備があります。

▲ベルニナ・アルプスとチェルヴァ氷河の展望ハイキング（3日目）

▲氷河特急に乗車してツェルマットへ（4日目）▲ムオッタス・ムラーユで展望ディナー（3日目）

▲ハイキング後は地元のビールで乾杯（2日目）▲スイスの秘境ソーリオ村からハイキング（2日目）

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

2つの山岳リゾートで3連泊!グリンデルワルトでは山側の部屋を確約。氷河特急にも全線乗車
【創業50周年記念特別企画／ベスト・オブ・ジ・アルプスAコース】
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シャモニシャモニ

グリンデルワルトグリンデルワルト
（アイガー、メンヒ、ユングフラウ）（アイガー、メンヒ、ユングフラウ）

ヴァリス山群
（マッターホルン、モンテ・ローザ）
ヴァリス山群
（マッターホルン、モンテ・ローザ）

ベルニナ山群
（ピッツ・ベルニナ）

チューリッヒチューリッヒ

サンモリッツ

モンブラン山群
（モンブラン、グランドジョラス）
モンブラン山群モンブラン山群
（モンブラン、グランドジョラス）

スイス オーストリア

ツェルマット
ベルニナ山群ベルニナ山群

サンモリッツ

ベルナー・オーバーラント山群

ジュネーブジュネーブ

▲逆さマッターホルンで有名なリッフェル湖ハイキング（5日目）

日程 発着地 スケジュール/食事【宿泊地】

1
東京� 発
チューリッヒ�着／発
サンモリッツ� 着

午前、東京発1ヨーロッパ内都市で乗り継ぎ、チューリッ
ヒへ。着後、2サンモリッツへ（約3時間）。

2

サンモリッツ� 滞在
ソーリオ散策
ブレガリア谷
ハイキング

2ポストバスで、アルプスの画家セガンティーニがこよな
く愛した山間の小さな村、ソーリオへ。村の散策をお楽し
みいただいた後、0ブレガリア山群の山々を見ながら
古い村を通り抜け、スタンパまでハイキングします（徒歩
約2時間）。

3

サンモリッツ� 滞在
コルバッチ展望台
ベルニナ山群展望
ハイキング

67コルバッチ展望台（3,303m）へ。360度の大展望
をお 楽しみ い ただ い た 後、7中 間 駅 の ムル テル

（2,702m）へ。0ピッツ・ベルニナ（4,049m）やピッツ・
ロゼック（3,937m）とチェルヴァ氷河の展望が美しい
コースを歩き、ロゼック谷（1,999m）まで下ります。コー
ス途中の峠フォルクラ・スールレイ（2,755m）からの展
望は圧巻です（徒歩約3時間）。ハイキング後、乗り合い馬
車でポントレジーナへ。さらに、26サンモリッツへ。夜
は、26乗り継ぎ、ムオッタス・ムラーユ展望台（2,456m）
へ。好展望の山上レストランでの郷土料理ディナーをお
楽しみください。

4
サンモリッツ� 発
氷河特急乗車

ツェルマット� 着

4氷河特急（2等車）でツェルマットへ（約8時間）。サン
モリッツからトゥージスまでは「アルブラ線」の世界
遺産登録区間に乗車します。昼食は、車窓からの風景
を楽しみながら車内でお召し上がりいただきます。

5

ツェルマット� 発
ゴルナーグラート
展望台観光

マッターホルンを映す
リッフェル湖ハイキング
グリンデルワルト�着

【6登山電車で、ゴルナーグラート展望台（3,090ｍ）へ。
絶景を堪能した後、0線路沿いの冬にはスキー場にな
る広い斜面を歩き、“逆さマッターホルン”で有名なリッ
フェル湖を訪れ、リッフェルベルク（2,582m）まで下りま
す（徒歩約2時間）、6登山電車でツェルマットに戻りま
す。】その後、62列車を乗り継ぎ、グリンデルワルト

（1,034m）へ（約3時間）。山側の部屋をご用意しました。

6

グリンデルワルト�滞在
フィルスト展望台観光

ヴェッターホルン
アイガー展望
ハイキング

【2グローセ・シャイデック（1,962m）へ。0ヴェッ
ターホルン（3,701m）、アイガー（3,970m）などを眺
めながら、カウベルの音が響くアルプの草原を、フィ
ルスト展望台（2,167m）までハイキング（徒歩約2時
間）。その後、7グリンデルワルトへ】。夕食はベル
ナー・オーバーラント山群を望む高台のブスアルプ
（1,800m）での郷土料理ディナーをお楽しみくださ
い。

7

グリンデルワルト�滞在
ユングフラウヨッホ
展望台観光
アイガー氷河
アイガー氷壁
展望ハイキング

6ユングフラウヨッホ展望台（3,454m）へ。アルプス
最長を誇る世界遺産アレッチ氷河を見下ろす雪と氷
の世界をお楽しみいただいた後、6アイガーグレッ
チャー（2,320m）へ。0迫力あるアイガー氷河を見
ながらクライネ・シャイデック（2,061m）を経て、ア
ルピグレン（1,608m）まで歩きます（徒歩約3時間）。
ハイキング後、6グリンデルワルトへ。

8 グリンデルワルト�発
チューリッヒ�着／発

早朝、2専用車でチューリッヒへ（約3時間）。
午前、チューリッヒ発1ヨーロッパ内都市で乗り継
ぎ、東京へ。

9 東京� 着 朝、東京着。
※航空会社の都合や現地事情により日程は一部変更される場合があります。

rtr【サンモリッツ泊H】

qre【サンモリッツ泊H】

qre【サンモリッツ泊H】

qwe【ツェルマット泊H】

qrr【グリンデルワルト泊H】

qre【グリンデルワルト泊H】

qre【グリンデルワルト泊H】

qrt【機中泊】
t

歩行時間 ddeee 宿泊高度 ggg 宿泊施設 lm

東京発着地

●燃油サーチャージ（2019年3月20日現在：目安約17,400円〜21,600円）が別途必要
です。今後変更に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：チューリッヒからチューリッヒまで同行します。添乗員は同行しませんが、
集客人数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1回、夕5回
●一人部屋利用追加料金：￥115,000　●利用予定ホテル：Aクラス以上。
●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、ブリ
ティッシュ・エアウェイズ、日本航空、KLMオランダ航空、ルフトハンザ・ドイツ航空、ポーラ
ンド航空、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

グリンデルワルト随一の人気ホテルで
山側の部屋に３連泊!
ホテル・ショーネッグ（日程5〜7日目）

名峰アイガー登頂のストーリーと共に、
グリンデルワルトを満喫

メインストリート沿いにある
人気ホテルです。100年
を越える歴史がありながら、
近年改装され、より快適に
なりました。好展望のプー
ルやこだわりのハーブサウ
ナも是非ご利用ください。

名峰アイガー（3,970m）山麓のグリンデルワルトに３連泊して周辺ハイ
キングを楽しみます。スイスらしい牧草地が広がるのどかな風景と、アイ
ガーを始めとするベルナー・オーバーラント三山の山岳展望が有名なエリ
アです。本コースでは、観光客の押し寄せる夏の騒動を終えた、静かで
山岳展望の美しい時期に訪れます。日程6日目は、グリンデルワルトの山
腹にあるブスアルプの山小屋レストランでチーズフォンデュ・ディナーを堪
能します。自然に囲まれた静かな山小屋で、地元の食材を使った料理を
お楽しみください。

出発日〜帰国日 旅行代金

9/ 1 ㈰〜 9 / 9 ㈪ ¥548,000

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

※予定のハイキングコースは天候等の条件により変更される場合があります。従ってスケジュー
ル表の【 】の中に記された行動の際の登山電車代、ロープウェイ代などは旅行代金に含まれて
おりません（総額の目安は¥8,000です）。

▲フィルスト展望台のスリルウォーク（6日目）▲ユングフラウヨッホ展望台へ（7日目）

▲郷土料理チーズフォンデュ（イメージ）▲ブスアルプの山小屋レストラン（6日目）

本カタログ掲載の2コースは連続でご参加
いただくことができます。詳細はお問い合
わせください。
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▲フネス谷を訪問（6日目）▲ドロミテの名峰ドライ・チンネンを見ながら歩く（7日目）

オーストリアのチロル地方、イタリアのドロミテ山群を、Best of the Alpsの山岳リゾートに
宿泊しながら巡る山旅です。連泊型のゆったりした日程もポイントです。夏のピークが過ぎ、落
ち着きを取り戻したアルプスでのハイキングをお楽しみください。オーストリアのレッヒでは、
人気のハイキングはもちろんのこと、先進的な取組で知られる環境プログラムを見学します。

連泊で楽しむチロル、ドロミテ
ゆったりハイキング 9日間

CBTD-19

雄大な山並み、牧歌的な草原（アルム）、
アルプスの原風景が残るチロル地方へ
オーストリア西部のチロル地方には雄大なアルプスの山々、牧歌的な
草原や、草を食む牛など、アルプスらしい美しい風景や可愛らしい快適
な山岳リゾートが点在し、まるで絵に描いたような「ヨーロッパ・アル
プス」の風景がいまに残っています。本コースでは、Best of the 
Alpsに加盟するレッヒ、ゼーフェルトの２つの山岳リゾートに連泊で
滞在し、ハイキングを楽しみます。日程1 ～ 3日目に滞在するレッヒ
は先進的な環境への取り組みによって伝統文化がしっかりと守られて
いることが高く評価され、「ヨーロッパで一番美しい村」の称号も得た
ことがある、チロルを代表する村の一つです。レッヒの人々は、先祖の
代から連綿と受け継がれてきた、自然に寄り添う自分たちの暮らしを
守るために他のアルプス地域と比べても、開発を厳しく制限してきま
した。そのため、皆さまが「アルプス」と聞いて思い浮かべる、心安らぐ
牧歌的な風景が今も残されているのです。日程4 ～ 5日目に滞在する
ゼーフェルトは、アルプスで最も美しい高原リゾートのひとつと言わ
れ、静かで落ち着いた雰囲気、気取らない高級感、さりげない優雅さが
漂います。これまでに2回の冬季オリンピックの際にノルディック競
技の会場になったことでも知られます。レッヒでは3連泊、ゼーフェ
ルトでは2連泊でゆったり滞在し、可愛らしいアルプス山麓の山岳リ
ゾートでの滞在をお楽しみください。

インスブルックレッヒ
ゼーフェルト

●
●

▲
▲

▲ ●

●

ドイツ

スイス

オーストリア

イタリア

ドライ・チンネン
エッツタール山群

サッソルンゴ
コルチナ

▲牧歌的な風景がひろがるレッヒでのハイキング（2日目）

▲地元市民に人気の好展望コースを歩く（5日目）▲自然と調和したレッヒの街並み

牧歌的なチロル、岩峰群が迫力あるドロミテ。異なる魅力の2大エリアを満喫
【創業50周年記念特別企画／ベスト・オブ・ジ・アルプスBコース】
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▲整備されたハイキングコースをゆったり歩く（2日目）

日程 発着地 スケジュール/食事【宿泊地】

1
東京� 発
チューリッヒ� 着／発
レッヒ� 着

午前、東京発1ヨーロッパ内都市で乗り継ぎ、チューリッ
ヒへ。着後、2国境を越えて、オーストリアのレッヒへ（約
2.5時間）。

2
レッヒ� 滞在
“ワルザー民族の
足跡を辿って”
ハイキング

7リフトまたは2路線バスでオーバーレッヒ展望台
（1,780m）へ。0古くからのチロルの生活を窺い知るこ
とができる山岳農家や、レッヒでもっとも古い建物など、
かつてこの地に定住していたワルザー民族の暮らしぶり
を垣間見ながら、レッヒ（1,450m）までハイキングしま
す（徒歩約3時間）。2路線バスでレッヒへ。

3

レッヒ� 滞在
レッヒタール展望
アルム・ハイキング

環境の村
レッヒ散策

7ゴンドラでリュッフィコプフ展望台（2,363m）へ。展望
をお楽しみいただいた後、0山上湖モンツァボン湖を経
て、美しいアルムの草原の中を歩き、ツルス（1,717m）
までハイキング（徒歩約2時間）。その後、2タクシーで
レッヒへ（約10分）。午後、環境問題への先進的な取り組
みで注目を集めるレッヒの村を見学します。その後、レッ
ヒ観光局のウェルカム・レセプションをお楽しみくださ
い。

4

レッヒ� 発
インスブルック� 着
ノルトケッテ連峰
展望ハイキング

インスブルック市内観光
インスブルック� 発
ゼ―フェルト� 着

2レッヒ発、専用車でインスブルックへ（約1.5時間）。着
後、7ゴンドラで、インスブルック市街を見下ろすパッ
チャーコーフェル展望台（1,946m）へ上がり、ここからハ
イキング開始。0ノルトケッテ連峰やイン谷のパノラマ
を楽しみながらボッシュエーベン小屋付近を往復する、
インスブルック市民に人気のハイキングコースを歩きま
す（徒歩約3時間）。ハイキング後、ハプスブルク帝国時
代の面影を残す美しい街、インスブルック市内観光。そ
の後、2ゼ―フェルトへ（約30分）。

5
ゼ―フェルト� 滞在
ゼーフェルダー
シュピッツェ
登頂ハイキング

7ロープウェイを乗り継ぎ、ゼーフェルダーヨッホ展望台
（2,074m）へ。0カルヴェンデルの岩稜やドイツ最高峰
ツークシュピッツェ（2,968m）さらに遠くにはエッツター
ル山群の展望が素晴らしいゼーフェルダーシュピッツェ
（2,221m）を往復します（徒歩約2.5時間）。その後、ゼ―
フェルトに戻ります。

6
ゼ―フェルト� 発
絶景のフネス谷散策
コルチナ� 着

2世界遺産に指定されたイタリアのドロミテ山群へ。
絵のように美しい風景と讃えられるフネス谷の散策

（徒歩約1.5時間）を経てコルチナへ（約6時間）。

7
コルチナ� 滞在
名峰ドライ・チンネン
一周ハイキング

2オーロンツォ小屋（2,320m）へ（約40分）。0オー
ロンツォ小屋を出発し、ラヴァレド小屋までは平坦な
道。左手にはドライ・チンネンが大きな壁となって迫
ります。その後20分ほど緩やかに登ると、3つに並ぶ
ドライ・チンネンをのぞむ展望地に出ます。ドライ・チ
ンネンを背にして歩きロカテッリ小屋へ。ここまで来
ると、ドライ・チンネンが真っ正面に見えます。ここか
らオーロンツォ小屋までは一度大きく下った後に登
り返しとなります（徒歩約4.5時間）。その後、2専用
車でコルチナへ。途中、ミズリーナ湖にも立ち寄りま
す。夕食は、コルチナで盛んなアグリツーリズムを実
践する農家レストランで地元の食材を使った夕食を
お楽しみください。

8 コルチナ� 発
ベネチア� 着／発

早朝、2ベネチアへ（約2.5時間）。午前、ベネチア発1
ヨーロッパ内都市で乗り継ぎ、東京へ。

9 東京� 着 午前、東京着。
※航空会社の都合や現地事情により日程は一部変更される場合があります。

rtr【レッヒ泊H】

qwe【レッヒ泊H】

qre【レッヒ泊H】

qwe【ゼーフェルト泊H】

qrr【ゼーフェルト泊H】

qwe【コルチナ泊H】

qre【コルチナ泊H】

qrt【機中泊】
t

歩行時間 ddeee 宿泊高度 ggg 宿泊施設 lm

東京発着地

●燃油サーチャージ（2019年3月20日現在：目安約17,400円〜21,600円）が別途必要
です。今後変更に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、集
客人数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3回、夕5回
●一人部屋利用追加料金：￥84,000　●利用予定ホテル：Aクラス以上。
●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、ブリ
ティッシュ・エアウェイズ、日本航空、KLMオランダ航空、ルフトハンザ・ドイツ航空、ポーラ
ンド航空、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

出発日〜帰国日 旅行代金

9/ 8 ㈰〜 9 / 16㈪ ¥548,000

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
インスブルックレッヒ

ゼーフェルト
●

●

▲
▲

▲ ●

●

ドイツ

スイス

オーストリア

イタリア

ドライ・チンネン
エッツタール山群

サッソルンゴ
コルチナ

世界遺産ドロミテ山群を
代表する名ルート
ドライ・チンネン一周ハイキング
ドロミテ山群は、ごつごつとした岩峰群が林立する景観が特徴的で、目の
前に立ちはだかるような迫力満点の風景美をお楽しみいただくことができ
ます。それらの岩峰群を縫うように、ハイキングコースが縦横無尽に設定
されており、歩くにしたがい山容がどんどん変わり、同じ山でも様々な表
情をお楽しみいただくことができます。本コースで歩く「名峰ドライ・チン
ネン一周ハイキング」では、ドロミテで最も有名な山のひとつ、“３つの鋭
鋒”という意味の名峰ドライ・チンネンのまわりを一周します。歩き初めは
３つに見えない岩峰が、歩くごとにその真の姿を現していきます。ドラマ
チックに移りかわる、迫力の岩峰展望ハイキングにご期待ください。

▲インスブルックの街を散策（4日目） ▲4ツ星クラスのホテルに快適に滞在

▲他では類を見ないような景観がドロミテの魅力（7日目）

▲農家レストランの美味しいディナー（イメージ、7日目） ▲ミズリーナ湖も訪れる（7日目）

▲迫力ある岩峰群を仰ぐ（7日目）

本カタログ掲載の2コースは連続でご参加
いただくことができます。詳細はお問い合
わせください。
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〒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。

創業50周年特設ホームページ　http://www.alpine-tour.co.jp

0120 938 290 0120 938 248山旅専用フリーコール ネイチャリングツアー
専用フリーコール

▲好展望のゼーフェルダーシュピッツェ（ゼーフェルト）

▲名峰ドライ・チンネン一周ハイキング（ドロミテ）

▲グローセ・シャイデックからアイガー稜線を望む（グリンデルワルト）

▲ベルニナ山群と氷河の展望を楽しむ（サンモリッツ）


