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創業50周年記念特別企画
vol.10シャモニ（モンブラン山麓）

バルムのコル周辺をハイキング、右手奥の山がモンブラン（4,810m）

尖峰ドリュへ向けて歩く



モンブラン山麓を歩こう

創業５０周年記念特別企画の第１０弾は、

ヨーロッパ最高峰モンブランの山麓にある山岳リゾート、シャモニです。

シャモニは、近代登山の発祥の地として知られ、

豊富なバリエーションを誇る、登山ルートがあることから、

世界中のクライマーを魅了し、アルパイン・クライミングの

中心地としてにぎわってきました。アルパインツアーでも創業当初より

シャモニを中心にモンブラン山麓をめぐる数々のコースを実施してきました。

2019年９月、創業50周年の節目の年に、シャモニ（モンブラン山麓）を

舞台に個性あふれる４コースの特別企画をご用意しました。

ぜひ、シャモニならではの魅力にあふれるコースをお楽しみください。

▲できる限り徒歩で ▲モンブラン山群を一周

竹森壮孝
（大阪支店）

小林博史
（東京支店）

▲高峰を仰ぎトレイルを歩く ▲バルムのコル

ヨーロッパ・アルプスのトレッキングの中心地と
もいえるシャモニ。モンブラン山群で50周年を
記念する特別なことをやろうというアイデアで
真っ先に、思い浮かんだのがこの企画です。車で
省略するのは簡単ですが、あえて日数をかけて歩
くことで心も体も感じることがあるはずです。
ぜひ、ご参加ください。

モンブラン山群を一周するツール・ド・モンブラ
ン・トレッキングの魅力は、なんといっても、短い
期間で国境をまたいで歩けることです。同じア
ルプスの山麓といっても国が違えば、はっきり感
じられる国民性や雰囲気、アルプの草原で広げる
ピクニック、山小屋での一夜、アルプスの魅力が
凝縮された山旅です。

ほぼ完全踏破、
ロングトレイルの決定版

コンパクトな日程で
３カ国をトレッキングで周遊

Ａコース：ツール・ド・モンブラン
	 トレッキング・コンプリート１６日間

Ｂコース：ツール・ド・モンブラン
	 トレッキング９日間



モンブラン山麓を歩こう

▲シャモニの街 ▲クイラスの村

河村知香
（東京支店）

川高雄
（東京支店）

▲メール・ド・グラス氷河 ▲地中海を望む

快適なホテルに滞在してハイキングに出かけま
す。モンブランの優美な山容を見ながら歩くハ
イキングやイタリア側からの大パノラマを満喫
するコースまで多彩な内容です。最近改装した
ばかりのモンタンベールのホテルは木をふんだ
んに使い伝統を大切にしながらも快適さも追及
した雰囲気が素晴らしいホテルです。

世界中のロングトレイル愛好家が憧れるグラン・
ランドネ・サンク（GR ５）は、10数年前にエクラ
ンやヴァノワーズの企画を立ち上げたときから
心の片隅にずっとありました。シャモニからス
タートし要所要所で峠越えのハイキングを行い、
地中海へと向かいます。アルプスの大きさを体
感する旅となるはずです。

ゆったりホテル滞在、
モンブラン山群の魅力を満喫

アルプスから地中海へ、
ロマンあふれる山旅へ

Ｃコース：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

Ｃコース：グラン・ランドネ・サンク（GR５）
	 アルプスから地中海を歩く１２日間

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。
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ツール・ド・モンブランを
完全に近い形で踏破する
フランス、イタリア、スイスの３カ国にまたがり、モンブラン山群を一
周する雄大なロングトレイル「ツール・ド・モンブラン」をできる限り、
車やロープウェイには頼らず、徒歩でほぼ完全踏破に近い形で歩きま
す。「ツール・ド・モンブランを歩くのであれば、せっかくだから完全踏
破をしてみたい」という皆様のお声から企画が実現いたしました。ト
レッキングでは、フランスに4泊、イタリアに3泊、スイスに3泊と3カ
国それぞれでたっぷり時間をとっていますので、魅力にあふれ世界中
から人気を集めるこのトレッキングコースの醍醐味を味わえる内容で
す。峠を越えるごとに違った新たな風景が展開するトレッキングは、
アルプスの異なる魅力を再発見する旅になるでしょう。

▲グランドジョラスを望むボナッティ小屋（9日目）▲クールマイユールから、左にノアール針峰を従えたモンブランの南面の好展望地へと登る（9日目）

大好評のツール・ド・モンブランを、車やロープウェイ等で省略できる箇所をできる
限り歩き、ほぼ完全踏破を目指す50周年を迎える本年限定の特別企画です。
世界中のクライマーとトレッカーを魅了してきたモンブラン山群を、たっぷり11日間
をかけて踏破することは、まさに一生に一度の素晴らしい体験になるはずです。

▲バルムのコルを越えて（13日目） ▲スイス側の美しい牧草地帯を歩く（10日目）

▲ベニの谷を見下ろしながらシェクルイのコルへ（8日目）

▲ボナッティ小屋へグランドジョラスの南側を望みながら歩く（9日目）

大好評のツール・ド・モンブランをしっかりと歩く充実のプラン
CCXA-19

ツール・ド・モンブラン
トレッキング・コンプリート １6日間

【創業50周年記念特別企画／シャモニAコース】
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ボナッティ小屋

歩行時間 dddde 宿泊高度 ggg 宿泊施設 lk

▲モンブラン山群の南側に連なる山 （々9日目）

東京・大阪発着地

●燃油サーチャージ（2019年3月20日現在：目安約0円～20,000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：ジュネーブからジュネーブまで同行します。添乗員は同行しませんが、出発
日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13回、昼10回、夕12回　　●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。　●一人部屋利用追加料金：￥52,000（山小屋
泊を除く）　●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 発着地 スケジュール/食事【宿泊地】

1 東京・大阪� 発 夜、東京・大阪発1中東経由都市へ。

2 ジュネーブ� 着/発
シャモニ近郊� 着

未明、中東経由都市着1乗り継いでスイスのジュネー
ブへ。午後2専用車でモンブラン山麓のシャモニ近郊
へ（約1.5時間）。

3
シャモニ近郊� 発
トレッキング1日目
ベルシャラ小屋� 着

朝、7ロープウェイでプランプラ（1,919m）へ。0モ
ンブラン山群とシャモニ谷の展望を楽しみながらベル
シャラ小屋（2,152ｍ）へ（徒歩約４時間）。
モニへ。

4
ベルシャラ小屋� 発
トレッキング2日目
ビオナッセイ� 着

0朝、エギュレ・デ・ズーシュ（2,285m）を経て、レ・ズー
シュ（980m）へと下ります。ここから斜面につけられ
たトレイルを標高差670m登り、コル・デ・ヴォザ
（1,650m）へ。峠を越えてビオナッセイ（1,330m）へ
（徒歩約8.5時間）。

5
ビオナッセイ� 発
トレッキング3日目
バルム小屋� 着

0朝、ミアージュ小屋（1,560m）、ナンボラン小屋
（1,470m）を経て、バルム小屋（1,706m）へ（徒歩約8.5
時間）。

6
バルム小屋� 発
トレッキング4日目
シャピュー� 着

0朝、クロワ・デュ・ボンノムのコル（2,479m）を越えて
シャピュー（1,549m）（徒歩約６時間）。

7
シャピュー� 発
トレッキング5日目
エリザベッタ小屋�着

0朝、谷沿いのトレイルをグラシエ村（1,789m）へ。
モッテ小屋、セーニュのコル（2,516m）を越えて、エリ
ザベッタ小屋（2,195m）へ（徒歩約7時間）。

8
トレッキング6日目
エリザベッタ小屋�発
シェクルイのコル�着/発
クールマイユール�着

0コンバル湿原（2,000m）へ下った後、急登を峠
（2,420m）へ。イタリア側の展望のハイライトが続く道
をシェクルイのコル（1,956m）へ。さらにクールマイ
ユール（1,210m）へ（徒歩約7時間）。

9
トレッキング7日目
クールマイユール�発
ボナッティ小屋� 着

0標高差約800mを登りベルトーネ小屋（1,989m）へ。
さらに山腹の好展望のトレイルをグランドジョラスを
眺めながらボナッティ小屋（2,022m）へ（徒歩約５時
間）。

10
ボナッティ小屋� 発
トレッキング8日目
フーリー� 着

0フェレの谷（1,800m）へと一旦下り、イタリア／ス
イスの国境にあるフェレのコル（2,537m）を越えて、
ラ・フリ（1,593m）へ（徒歩約７時間）。

11
フーリー� 発
トレッキング9日目
シャンぺ� 着

0朝、谷沿いにつけられたトレイルをシャンぺ
（1,477m）へ（徒歩約７時間）。

12
トレッキング10日目
シャンペ� 発
トリアン� 着

0スイスらしいのどかな森と牧草地を歩き、ボバン峠
（1,987m）、フォルクラ峠（1,526m）を越えトリアンへ
（徒歩約7時間）。

13
トレッキング11日目
トリアン� 発
ル・トゥール� 着／発
シャモニ� 着

0スイス／フランス国境の好展望のバルムのコル
（2,191m）を経て、ル・トゥール（1,479m）まで歩きます
（徒歩約5時間）。2ル・トゥールから路線バスでシャ
モ二へ。夕食はモンブラン・ナイトをお楽しみくださ
い。

14
シャモニ� 滞在
フリータイム

終日、シャモニ滞在。終日、自由行動。

15 シャモニ� 発
ジュネーブ� 着/発

午前、2ジュネーブへ。午後、ジュネーブ発1中東経
由都市で乗り継ぎ1東京・大阪へ。

16 東京・大阪� 着 夕刻、東京・大阪着。
※ 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。

t【機中泊】

tte【シャモニ近郊泊H】

qwe【ベルシャラ小屋泊M】

qwe【ビオナッセイ泊M】

qwe【バルム小屋泊M】

qwe【シャピュー泊M】

qwe【エリザベッタ小屋泊M】

qwe【クールマイユール泊H】

qwe【ボナッティ小屋泊M】

qwe【フーリー泊M】

qwe【シャンペ泊M】

qwe【トリアン泊M】

qre【シャモニ泊H】

qrr【シャモニ泊H】

qrt【機中泊】
tt

▲バルムのコルを越え、モンブランを望みながら行く（13日目）

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。

※天候の状況やご参加者のコンディションによっては、コースを変更して代替ルートやエスケープ・
ルートをとったり、コースの一部を割愛・省略することがあります。これらの決定に際してはツアー
リーダー及び現地ガイドの判断と指示に従っていただきますようお願いを申し上げます。

●トレッキングには、ツアーリーダーと現地トレッキング・ガイドが同行します。山小屋は寝具・食事つき。
●トレッキング中、着替えや使用済み衣類を、以下の通りに順番に回送します。衣類を入れるための

袋・バッグを1つご用意ください。スーツケース類はシャモニへ置いていきます。
　・３日目の朝：シャモニのホテル →５日目のバルムの山小屋へ。
　・6日目の朝：バルムの山小屋 →６日目のシャピューの山小屋へ。
　・7日目の朝：シャピューの山小屋 → ８日目のクールマイユールのホテルへ。
　・9日目の朝：クールマイユールのホテル → 10日目のフーリーの山小屋へ。
　・11日目の朝：フーリーの山小屋　→　12日目のトリアンの山小屋へ。
　・13日目の朝：トリアンの山小屋　→　13日目のシャモニのホテルへ。

▲モンブラン山群を一周する ▲氷河の迫るエリザベッタ小屋（7日目）

出発日〜帰国日 旅行代金

8/31㈯〜 9 / 15㈰ ¥726,000
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モンブラン山群を囲むフランス・イタリア・スイス3カ国をめぐるトレッキング
CCXB-19

ツール・ド・モンブラン
トレッキング 9日間
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憧れのツール・ド・モンブランへ
アルプス最高峰モンブランを盟主とするモンブラン山群。このモンブラ
ン山群を一周するトレッキングコースは「ツール・ド・モンブラン」と呼ば
れ、フランス、イタリア、スイス3カ国の国境の峠を歩いて越える、変化に
富んだ山岳コースです。一日の登りが高度差約400m から1,300m、下
りが高度差800m から1,500m で、こうした登り、下りが5日間続きます
ので、夏の日本アルプスでの縦走をこなせる体力が必要です。アルパイ
ンツアーではご参加者が背負う着替えを減らすため、トレッキング中に
荷物の回送サービスを行います。各山小屋は寝具、食事付きですので、背
負って歩くのは必要な個人装備とその日の昼食となります。

▲山岳風景の広がるボンノム小屋（3日目）▲セーニュのコルへと登る（4日目）

6つの峠を越えて、7つの谷を結ぶ、雄大なツール・ド・モンブラン・トレッキングへご
案内します。フランス、イタリア、スイスをめぐり、小屋から小屋へと高度差400mか
ら1,500mを登降するやや健脚向きのコースです。迫力の氷河、広がるアルプス
の景色、間近に迫る雄大な名峰など変化に富む景観をお楽しみください。

▲モンブラン山群の南面に連なる峰々を望みながら歩く（5日目）

▲イタリア側からモンブランを眺める（4日目） ▲セーニュのコル付近で一休み（4日目）

▲ボンノム小屋で楽しみなデザート(3日目) ▲おいしいピクニックランチ

▲フェレへ向けてスイス側を歩く（6日目） ▲優美なフェレの谷を振り返りつつ登る(6日目)

【創業50周年記念特別企画／シャモニBコース】
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▲バルムのコルでモンブランと再会（7日目）

東京・大阪発着地

●燃油サーチャージ（2019年3月20日現在：目安約0円～20,000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：ジュネーブからジュネーブまで同行します。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。
●トレッキング：ツアーリーダーと現地登山ガイド同行。　●最少催行人数：12人
●食事：朝6回、昼5回、夕6回　●一人部屋利用追加料金：￥42,000（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 発着地 スケジュール/食事【宿泊地】
1 各地� 発 夜、東京・大阪発1中東経由都市へ。

2 ジュネーブ� 着/発
シャモニ� 着

未明、中東経由都市着1乗り継いでスイスのジュネー
ブへ。午後、2専用車でフランスのシャモニへ。

3
トレッキング1日目
シャモニ� 発
ボンノム小屋� 着

朝、2モンブラン山群西面のノートルダム・ド・ラ・ゴ
ルジュ（1,250m）へ。「ツール・ド・モンブラン」トレッ
キングの始まりです。0谷筋から高度差約1,200m
登って、クロワ・デュ・ボンノムのコル（2,479m）を越え
てボンノム小屋（2,433m）へ（徒歩約6時間）。

4
トレッキング2日目
ボンノム小屋� 発
エリザベッタ小屋�着

0フーのコル（2,665m）を越え、グラシェ谷（1,789m）
へ。ゆるい谷を登りモッテ小屋（1,870m）を経て、急斜面
を高度差約700m登って、フランス／イタリア国境の
セーニュのコル（2,516m）へ。モンブラン山群のイタリ
ア側の大パノラマが開けます。その後、エリザベッタ小
屋（2,195m）へ（徒歩約8時間）。

5
トレッキング3日目
エリザベッタ小屋�発
シェクルイのコル�着/発
クールマイユール�着

0コンバル湿原（2,000m）へ下った後、急登を峠（2,420m）
へ。モンブランからグランドジョラスまでイタリア側の
展望のハイライトが続く道をシェクルイのコル
（1,956m）へ。さらにクールマイユール（1,210m）へ（徒
歩約7時間）。モニへ。

6
トレッキング4日目
クールマイユール�発
トリアン� 着

朝、2路線バスにてアルヌーバ（1,800m）へ。0アル
ヌーバより、イタリア/スイス国境にある好展望のフェ
レのコル（2,537m）へ。緑の谷を高度差約800m下って
フェレ（1,700m）へ（徒歩約5時間）。2バスで山群北
端のスイスのトリアン（1,300m）へ。

7

トレッキング5日目
トリアン� 発
シャモニ� 着
シャモニフリータイム

0スイス／フランス国境の好展望のバルムのコル
（2,191m）へ（徒歩約3時間）。7リフトとゴンドラで
ル・トゥールへ下り2路線バスでシャモニへ。午後、
シャモニの街でお過ごしください。
夕食はモンブラン・ナイトをお楽しみください。

8 シャモニ� 発
ジュネーブ� 着/発

午前、2ジュネーブへ。午後、ジュネーブ発1中東経
由都市で乗り継ぎ1東京・大阪へ。

9 各地� 着 夕刻、東京・大阪着。
※ 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。

t【機中泊】

tte【シャモニ泊H】

qwe【ボンノム小屋泊M】

qwe【エリザベッタ小屋泊M】

qwe【クールマイユール泊H】

qwe【トリアン泊M】

qwe【シャモニ泊H】

qrt【機中泊】
tt

▲プレ・デ・バル氷河を正面にイタリア・スイス国境のフェレのコルへ（6日目）

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。

※天候の状況やご参加者のコンディションによっては、コースを変更して代替ルートやエスケープ・
ルートをとったり、コースの一部を割愛・省略することがあります。これらの決定に際してはツアー
リーダー及び現地ガイドの判断と指示に従っていただきますようお願いを申し上げます。

●トレッキングには、ツアーリーダーと現地トレッキング・ガイドが同行します。山小屋は寝具・食事つき。
●トレッキング中、着替えや使用済み衣類を、以下の通りに順番に回送します。衣類を入れるための

袋・バッグをひとつご用意ください。スーツケース類はシャモニへ置いていきます。
　・3日目の朝：シャモニのホテル → 5日目のクールマイユールのホテルへ。
　・6日目の朝：クールマイユールのホテル → 7日目のシャモニのホテルへ。

ツール・ド・モンブランの山小屋案内

ボンノム小屋（フランス）3
日目 エリザベッタ小屋（イタリア）4

日目

本コースで宿泊するフランスのボンノム小屋、イタリアのエリザベッタ小屋は山岳景
観に優れた山小屋です。ツール・ド・モンブランでのトレッキングを一層楽しいもの
としてくれます。

▲クロワ・デュ・ボンノムのコルのすぐ下、
標高2,433mに建つ山小屋です。食後のデ
ザートが好評です。

▲トレラテート針峰と氷河をすぐ背後に抱
える素晴らしいロケーションに建つ山小屋。
イタリアだけあって食事もおいしいと好評。

出発日〜帰国日 旅行代金

9/ 7 ㈯〜 9 / 15㈰ ¥498,000
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ジュネーブ

トリアン

クールマイユール
シャモニ
モンブラン

ツェルマット

チューリッヒ

フランス

ドイツ

スイス

オーストリア

イタリア

モンブラン山群でハイキング三昧

▲モンタンベールの山上のホテルに宿泊（５日目）▲天高く聳えるドリュ（3,754m／ 5日目）

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。
そのうちの１泊は山上に建つモンタンベールのホテルに宿泊します。ホテルにい
ながらにして尖峰ドリュの雄姿はもちろん、ホテルの前から広がるメール・ド・グラス
氷河、グランドジョラスなどモンブラン山群を代表する峰 を々間近に望みます。

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

CCXC-19

▲シャモニの街から夕暮れのモンブラン

▲グランドジョラスの雄姿（5日目）

▲シャモニ針峰群ハイキング（５日目）

▲プラの教会▲モンブラン（右4,810m）を望むバルム山のハイキング（３日目）

本コースでは、世界中の登山愛好家を惹きつけて止まないアルプスの山
岳リゾート、アルプス最高峰モンブラン山麓に５泊する滞在型の旅です。
５泊のうち４泊はシャモニに宿泊し、１泊はシャモニから登山列車で標高
1,909mの高台に建つ山上のホテル「モンタンベール・ターミナル・ネイ
ジュ」に宿泊します。フランス側で３回、イタリア側で１回の合計４回の
趣の異なるハイキングにご案内し、モンブラン山群の魅力を実感します。

モンブラン山群の絶景を求めてシャモニに滞在
【創業50周年記念特別企画／シャモニCコース】
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▲メール・ド・グラス氷河を眼下にモンタンベールへ（５日目）

日程 発着地 スケジュール/食事【宿泊地】

1 東京・大阪� 発
ヨーロッパ内都市�着

午前、東京・大阪発1ヨーロッパ内都市へ。
夕刻、ヨーロッパ内都市着。着後、空港近くのホテルへ。

2
ヨーロッパ内都市発
ジュネーブ� 着／発
シャモニ� 着

朝、ヨーロッパ内都市発1ジュネーブへ。
昼、ジュネーブ着。2専用車でモンブラン山麓のシャ
モニ（1,036m）へ（約1.5時間）。午後、シャモニ着。着
後、自由行動。

3
シャモニ� 滞在

バルム山
ハイキング

朝、2路線バスとゴンドラ、リフトを乗り継ぎ、フラ
ンスとスイスの国境にあるバルム（2,190m）へ。0モ
ンブラン山群とシャモニ谷の展望を楽しみながらバ
ルム（2,321m）周辺をハイキングします（徒歩約３時
間）。ハイキングの後、ゴンドラとバスでシャモニへ戻
ります。

4
シャモニ� 滞在
モンテビアンコ展望
ハイキング

朝、2路線バスと専用車で、モンブラン・トンネルを
抜けて、サン・カリオ峠（1,951m）へ（約２時間）。0森
の中のトレイルを辿り、イタリア側からのモンブラン
山群を一望にできるデラ・クローチャ峠（2,381m）へ。
展望を楽しんだ後、山上の湖アルプイ湖（2,070m）を
経てサン・カリオ峠へ戻ります（徒歩約４時間）。2専
用車と路線バスでシャモニに戻ります（２時間）。

5

シャモニ� 発
シャモニ針峰群
ハイキング

モンタンベール
≪山上のホテル≫�発

朝、ロープウェイでシャモニ観光のハイライト、エギーユ・
デュ・ミディ展望台（3,842m）へ。モンブラン山群の大展
望を楽しみ、往路を中間駅のプラン・ドゥ・レギーユ

（2,310m）へ。0シャモニ針峰群の中腹をモンタンベー
ル（1,909m）まで歩きます（徒歩約３時間)。グランドジョ
ラス北壁や尖峰ドリュ、メール・ド・グラス氷河を間近に望
む絶景の山上のホテルに宿泊いただきます。

6

モンタンベール� 発
ドリュ展望
ハイキング

シャモニ� 着
モンブラン・ナイト

朝、モルゲンロートに輝くメール・ド・グラス氷河の名
峰群の展望をお楽しみください。0午前、尖峰ドリュ
に見守られながら、メール・ド・グラス氷河沿いにつけ
られたトレイルをモッテ小屋（1,638m）へ。さらにカ
ラマツ林の中のトレイルを下り、プラの教会
（1,070m）へ（徒歩約４時間）。2路線バスでシャモニ
へ。夕食はモンブラン・ナイトをお楽しみください。

7 シャモニ� 発
ジュネーブ� 着／発

早朝、2専用車でジュネーブへ（約1.5時間）。午前、
ジュネーブ発1ヨーロッパ内都市で乗り継ぎ、東京・
大阪へ。

8 東京・大阪� 着 午前、東京・大阪着。
※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。

tr【ヨーロッパ内都市泊H】

qre【シャモニ泊H】

qre【シャモニ泊H】

qre【シャモニ泊H】

qre【モンタンベール泊H】

qre【シャモニ泊H】

qrt【機中泊】
t

歩行時間 ddeee 宿泊高度 ggg 宿泊施設 lm

東京・大阪発着地

●燃油サーチャージ（2019年3月20日現在：目安約17,000円～24,000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：ジュネーブからジュネーブまで同行します。添乗員は同行しませんが、出
発日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、夕５回　　●利用予定ホテル：シャモニ：Ａクラス／アルピナ　モンタンベー
ル：Ａクラス／ターミナル・ネージュ　●一人部屋利用追加料金：￥90,000
●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、KLM
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

各地からのお得な日本国内線特別代金プランあり。詳細はお問い合わせください

出発日〜帰国日 旅行代金

9/ 8 ㈰〜 9 / 15㈰ ¥528,000

●

●

●

●
●

●
●●

ジュネーブ

トリアン

クールマイユール
シャモニ
モンブラン

ツェルマット

チューリッヒ

フランス

ドイツ

スイス

オーストリア

イタリア

新しく生まれ変わった
絶景の山上のホテルに宿泊

▲お部屋の一例 ▲ホテルのダイニング

▲モンタンベールのホテルの外観 ▲気をふんだんに使った落ち着いたダイニング

▲モンタンベールより望むグランシャルモ（3,445m）

本コースでは、シャモニから登山列車で標高1,909mに建つ山上のホテ
ル「モンタンベール・ターミナル・ネイジュ」に宿泊します。この宿泊施設
は古くから山小屋、その後簡素なホテルとして営業してきましたが2017
年、フランスの高級山岳リゾート、ムジェーブなどで高級ホテルを手掛け
るシブエ・グループが買い取り９カ月近い大改装工事を経て、新たに高級
山上のホテルとして生まれ変わりました。メール・ド・グラス氷河を挟ん
ですぐ対岸に仰ぎ見る尖峰ドリュはもちろん、雄大なメール・ド・グラス氷
河の奥に聳えるグランドジョラスの雄姿を眺められる絶好の場所に建ち
ます。とくに登山列車の最終便が終わったあとのひとときは、静寂に包ま
れ、年間通じて世界中からの観光客を迎えるアルプスのリゾートにあっ
て、贅沢な山岳展望を宿泊者だけで独占できるたいへん贅沢な場所です。
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CCXD-19

▲ブレヴァンからのモンブラン（３日目）▲オルメ山より地中海を望む（10日目）

オランダの北海からフランスの地中海ニースまでを結ぶロングトレイル「グラ
ン・ランドネ・サンク（GR５）」のうち、最も人気の高いフレンチ・アルプス部分
のハイライトを歩きます。フランスならではのおいしい食事、山岳地帯の素朴
で美しい小さな村々などフレンチ・アルプスの魅力を実感する旅です。

▲ソスペル郊外の牧歌的な風景（８日目） ▲クイラ自然公園のライス峠を越える（６日目）

▲ヴァノワーズ国立公園（５日目）

ロングトレイル
「グラン・ランドネ・サンク（GR５）」とは
「グラン・ランドネ・サンク（GR ５）」はオランダの北海沿いの港町フク
からスタートし、オランダ、ベルギー、ルクセンブルク、フランスと西
ヨーロッパを縦断し、スイス／フランスの国境を通り、フランスのモン
ブラン山麓からフレンチ・アルプスを縦断し、地中海のニースまで連な
る、西ヨーロッパでも一番の長さを誇るロングトレイルになります。
特にモンブラン山麓から南の後半部分は「アルパイン・GR ５」＝通称英
語名で「グランド・トラバース」とよばれ、アルプスの主脈に沿ってトレ
イルがあるため、世界中のトレッキング愛好家にとって憧れのロング
トレイルです。

モンサンミシェル

地中海

パリ

ボルドー

ガバルニー

トゥールーズ

シャモニ

マルセイユ

ニース

コルシカ島

フランス
スイス

イタリア

スペイン

サント・ヴィクトワール山

モンサンミシェル

地中海

パリ

ボルドー

ガバルニー

トゥールーズ

シャモニ

マルセイユ

ニース

ヴァンス

コルシカ島

フランス
スイス

イタリア

スペイン

サント・ヴィクトワール山

グラン・ランドネ・サンク（GR５）
アルプスから地中海を歩く 12日間

フレンチ・アルプスを山から海へ大縦断
【創業50周年記念特別企画／シャモニＤコース】
新企画
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歩行時間 dddee 宿泊高度 ggg 宿泊施設 lk

東京・大阪発着地

●燃油サーチャージ（2019年3月20日現在：目安約17,000円～24,000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：ジュネーブからジュネーブまで同行します。添乗員は同行しませんが、出
発日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10回、昼8回、夕9回　　●利用予定ホテル：「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。
●一人部屋利用追加料金：￥90,000　●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、KLM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

▲ヴァノワーズ国立公園（5日目）

▲ブレヴァンからのモンブランの雄姿（３日目）

アルプス最高峰の山麓から
地中海へ
このコースは、オランダの北海からフランスの地中海へと結ぶロングトレ
イル「グラン・ランドネ・サンク（GR5）」のうち、トレッキング愛好家の人
気を集める、モンブラン山麓から地中海のトレイルのハイライト部分を
ピックアップして、フレンチ・アルプスを縦断します。モンブラン山麓をス
タートし、ヴァノワーズ国立公園、クイラ自然公園で峠を越えるトレッキン
グを行い、地中海まで歩きます。地中海へと抜ける最後の部分は、GR5
と平行してつけられた、別のグラン・ランドネ52（GR52）をあえて歩きま
す。GR52の方が展望に優れ、トレッカーからの評価も高く、実際にGR
５に挑戦するトレッカーの多くがこちらを選択しているためです。北か
ら南へとアルプスを縦断し、地中海へと至るこのコースは、フレンチ・アル
プスと山麓の小さな村々、フランスの良き田舎をめぐる旅でもあります。
旅の最後に宿泊するサン・タニュス村はフランスに現在158の村が認可
されている「フランスの最も美しい村」でもあります。フランスの田舎な
らではのおいしい食事もこの旅の大きな魅力です。まさにロングトレイ
ルの旅の魅力をエッセンスにして凝縮したかのような一生に一度の忘れ
られない旅になるはずです。

モンサンミシェル

地中海

パリ

ボルドー

ガバルニー

トゥールーズ

シャモニ

マルセイユ

ニース

コルシカ島

フランス
スイス

イタリア

スペイン

サント・ヴィクトワール山

モンサンミシェル

地中海

パリ

ボルドー

ガバルニー

トゥールーズ

シャモニ

マルセイユ

ニース

ヴァンス

コルシカ島

フランス
スイス

イタリア

スペイン

サント・ヴィクトワール山

出発日〜帰国日 旅行代金

9/11㈬〜 9 / 22㈰ ¥642,000

各地からのお得な日本国内線特別代金プランあり。詳細はお問い合わせください

日程 発着地 スケジュール/食事【宿泊地】

1 東京・大阪� 発
ヨーロッパ内都市�着

午前、東京・大阪発1ヨーロッパ内都市へ。
夕刻、ヨーロッパ内都市着。着後、空港近くのホテルへ。

2
ヨーロッパ内都市発
ジュネーブ� 着／発
シャモニ� 着

朝、ヨーロッパ内都市発1ジュネーブへ。
昼、ジュネーブ着。2専用車でモンブラン山麓のシャ
モニへ（約1.5時間）。午後、シャモニ着。着後、自由行
動。

3
シャモニ� 滞在
モンブラン展望
ハイキング

朝、ロープウェイでブレヴァン（2,525m）へ。0モン
ブラン山群とシャモニ谷の展望を楽しみながらベル
シャラ小屋（2,152ｍ）を経てレ・ズーシュ（980m）へ
と下ります（徒歩約５時間）。
夜はモンブラン・ナイトをお楽しみください。

4
シャモニ� 発
ロズラン峠ハイキング
ヴァノワーズ山麓�着

朝2専用車でコルメ・デ・ロズラン（1,967m）へ。
0コルメ・デ・ロズラン周辺をハイキングへ（徒歩約2
時間）。その後、2ヴァノワーズ山麓へ。

5
ヴァノワーズ山麓�発
ライス峠ハイキング
プラン・デュ・ラック
小屋� 着

朝2テーニュ（2,080m）へ。0ヴァノワーズ国立公園
をハイキング。標高差約680ｍを登ってライス峠
（2,761m）へ。峠を越えてプラン・デュ・ラック小屋
（2,380m）まで歩きます（徒歩約７時間）。

6
プラン・デュ・ラック
小屋� 発
ライス峠ハイキング
クイラ自然公園周辺�着

朝2クイラ自然公園周辺へ（約3.5時間）。
0クイラ自然公園でハイキング（徒歩約２時間）。

7
クイラ自然公園周辺�発
ビュー峠ハイキング
ラルシュ� 着

朝2アネル峠(2,744m)。0ここからハイキング、
ビュー峠（2,806m）を経て、ラ・モンタ（1,700m）まで
下りのハイキング（徒歩約４時間）。 
2ラルシュ（1,680m）へ（約４時間）。

8
ラルシュ� 発
キャヴァル峠ハイキング
ソスペル� 着

朝2ラルシュ峠(1,940m)付近へ。0ここからハイキ
ング、キャヴァル峠（2,671m）を越えて、キャンプ・
デ・フォルクス（2,260m）に下ります。（徒歩約５時
間）。 2ソスペル（350m）へ（約４時間）。

9
ソスペル� 発
サンタニュス村ハイキング
サン・タニュス� 着

0「フランスで最も美しい村」のひとつで鷲巣村のサ
ン・タニュス村へハイキング（徒歩約６時間）。

10
サン・タニュス� 発
オルメ山ハイキング
ニース� 着

0フランスとイタリアとの国境を成し、アルプス山脈
が地中海へと落ち込む最南端の顕著なピーク、オルメ
山（1,132m）へ登ります（徒歩約６時間）。2ニース
へ。

11 ニース� 発 早朝、ニース発1ヨーロッパ内都市で乗り継ぎ、東京・
大阪へ。

12 東京・大阪� 着 午前、東京・大阪着。
※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。

tr【ヨーロッパ内都市泊H】

qre【シャモニ泊H】

qwe【シャモニ泊H】

qwe【ヴァノワーズ山麓泊L】

qwe【プラン・デュ・ラック小屋泊M】

qwe【クイラ自然公園周辺泊L】

qwe【ラルシュ泊L】

qwe【ソスペル泊M】

qwe【サン・タニュス泊M】

qwe【ニース泊H】

qrt【機中泊】
t

▲鷲巣村サン・タニュス（９日目） ▲オルメ山より地中海を望む（10日目）

▲トレイルの途中より地中海を望む（10日目）　 ▲GR52の標識
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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

▲バルムのコルよりモンブラン（右）を望む

▲ツール・ド・モンブランのイタリア側のトレイルを歩く

▲氷河にほど近いエリザベッタ小屋

▲グラシエ峰を眺めながらモッテ小屋へ


