
創業50周年記念特別企画
vol.14ニュージーランド

ニュージーランド最高峰アオラキ／マウントクック（3,724m）の麓を歩く

木性シダや苔が生い茂る美しいミルフォードトラックの森

世界の山旅を手がけて50年

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！
本パンフレットに掲載された全3コース・3出発日にご
参加の皆様に、光電子製アルパインツアーロゴ入り
オリジナルネックウオーマーをプレゼントします。
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▲NZのグレートウォークスのひとつ、ルートバーン・トラックを歩くトレッカーたち

ニュージーランドの自然と魅力
ニュージーランドは、面積が日本の約70%ほどの小さな島国ですが、こ

の国を旅すると、恐竜の時代から続く太古の森や息をのむようなフィヨ

ルド、壮大な山々と氷河、湖や火山地帯など、小さな島国とは思えないほ

ど変化に富んだ自然が広がっています。国土の約3分の1にあたる面積

が国立公園や自然保護区に指定されているこの国の自然を満喫するには

自分の足で歩くのが一番。クマや狼、毒蛇などの危険な動物がいないの

で、安全に山歩きが楽しめ、本格的な登山からのんびりしたハイキングま

で歩く人の体力に合わせてコースを選ぶことができます。トレイルを歩

いていると、飛べない野鳥や季節を彩る植物など、独自の進化を遂げたユ

ニークな動植物との出会いも楽しめ、夜には満天の星空が広がります。

人々が自然に触れ合える環境が整えられ、トレイルや山小屋が設置され

る反面、エリアによっては急激に人が増えないように人数を管理してい

る場所もあります。『人々が自然を楽しみながら自然を守り、あるがままの

姿で次世代へ渡す。』野生動物や植物などあらゆる生態系と人間が共存で

きる道を模索し続けるニュージーランドは、環境の時代をリードする国の

ひとつといえるでしょう。

—白く長い雲のたなびく国、N
ニュージーランド

Z—A
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創業５０周年記念特別企画
アルパインツアーは世界の山を旅して50年、ニュージーランドでは42

年の実績があります。50周年特別企画では、NZの山旅の中でも人気の

ミルフォード・トラックと山岳展望の素晴らしいルートバーン・トラック、

そして変化に富んだ景色を楽しむ日帰りハイキングの３コースをご用意

しました。10～16名程度の少人数グループで初対面のお客様同士で

も打ち解けやすく、経験豊かなツアーリーダーが同行しますので、安心し

てご参加いただけます。ぜひ、この機会にニュージーランド・ハイキング

にお越しください。

人気のグレートウォークスと
厳選日帰りハイキング！

ハーミテージホテルでは
マウントクックの
見える部屋に宿泊！

▲国立公園内に建つハーミテージホテル

▲サザンアルプスと美しい湖が広がるニュージーランド

◆A・Bコースにご参加の方
　⇒トレックミュゼット
　　（ショルダーバッグ）

◆Cコースにご参加の方
　⇒フィヨルド28
　　（ザック）

南極大陸の風下に位置し、北島から南島へと縦に長く伸びる地形に
火山性の山々を抱くニュージーランド。多彩な景観に恵まれたアウ
トドアフィールドを持つ一方で、“一日の中に四季がある”と言われる
ほど天候を予測することが難しく、夏でも南極からの風が吹けば、雨
を雪へと変えるほどの冷気を運んできます。NZの美しく厳しい自
然環境が生んだmacpacは、冒険心を持つ人々のニーズに適うギア
ブランドとして1973年に創業しました。世界的に見てもこの上な
いＮＺの環境をテストフィールドとし、また40年以上もの歳月の中
でユーザーからのフィードバックによって改良を重ねてきたその蓄
積が、macpacを地球上のほとんどのアウトドア環境で幅広く通用
するようなギアへと磨き上げてきました。そして現在もその質に対
する追求は続いています。

ミルフォード・トラック完全踏破と
マウントクック10日間

ニュージーランド絶景
ハイキング8日間

Aコース Cコース

ルートバーン・トラック完全踏破と
マウントクック8日間

Bコース

▲マウントジョン・ハイキング▲ダーラン山脈の眺め▲緑豊かな原生林を歩く

本カタログ掲載の
３コースにご参加の方に
いずれかのmacpac製品を
プレゼント！

▲アオラキ／マウントクック国立公園にて ▲現地ガイドと共にグレートウォークスを歩く ▲マウントクックの見える部屋をご用意！
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クライストチャーチクライストチャーチ

クイーンズタウンクイーンズタウンテアナウテアナウ

オークランドオークランド

ミルフォード・トラックミルフォード・トラック

マウントクックマウントクック

憧れのミルフォード・トラックを歩く
世界中のトレッカーが憧れるミルフォード・トラックは、約54kmの行程
をロッジ3泊4日で踏破する歩き応えのあるコースです。１日50人まで
と入山制限によって守られた緑豊かなブナの原生林やフィヨルドランド
の峻峰群など、幻想的かつ迫力ある風景を堪能します。トレイルは歩き
やすく整備され、ガイドが先頭と最後尾を歩くので、その間をご自身の
ペースで歩くこともできます。各ロッジには共有の温水シャワーや水洗
トイレ、洗濯場と強力な乾燥室が完備され、寝室は2段ベッドが置かれた
4～8人部屋で、男女別の相部屋になります。ロッジのお食事は前菜か
ら始まり、肉・魚などから選べるメイン、食後のデザートまで付いて美味し
いと評判です。外国人トレッカーとともに54km完歩できたときの感動
はひとしおです。

世界遺産テ・ワヒポウナムに指定されている2つの国立公園でハイキングを満喫
します。ミルフォード・トラック（フィヨルドランド国立公園）でフィヨルドの大自然と
鮮やかな緑の世界を、後半のアオラキ/マウントクック国立公園ではアルペンムー
ド漂う氷河峰のパノラマをそれぞれお楽しみいただきます。

ミルフォード・トラック完全踏破と
マウントクック 10日間

美しいブナの原生林と、氷河を抱く峰々に抱かれたマウントクック山麓を歩く
BMFA-19

▲ミルフォード・トラックのハイライト、大展望が広がるマッキノン峠にて（5日目） ▲木性シダなど美しい森が広がる

▲ジャイアントゲート滝（6日目）▲初夏に咲くマウントクックリリー

【創業50周年特別企画／ Aコース】

Day1 1.6km（1mile）

Height in
metres
aboves
sea level

Distance in km

1000
(3278ft)

5(3.1miles) 15(9.4miles) 20(12.5miles) 25(15.6miles) 30(18.8miles) 35(22miles) 40(25.1miles) 45(28.2miles) 50(31.3miles) 55(34.8miles)

Mitre Peak
Lodge

(6.25miles)

(1638ft)

0

Day2 16km（10miles） Day3 15km（9miles） Day4 21km（13miles）

Quintin
Lodge

Pompolona
LodgeGlade

House

Clinton
Hut
(DOC）

Hirere
Falls

Mintaro
Hut
(DOC）

Mackinnnon
Pass

Dumpling
Hut
(DOC）

Boatshed Sandfly
Point

Lake Te
Anau

グレイドハウス
1泊目

ポンポロナ・ロッジ
2泊目

クインティン・ロッジ
3泊目

ミルフォードサウンド

◎ミルフォード・トラックを案内して40年以上の実績
◎ツアーリーダー同行で安心の山旅
◎少人数グループで山仲間を増やそう！
◎NZ固有の鳥を守る保護活動に貢献しています

アルパインツアーはココが違う
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クライストチャーチクライストチャーチ

クイーンズタウンクイーンズタウンテアナウテアナウ

オークランドオークランド

ミルフォード・トラックミルフォード・トラック

マウントクックマウントクック

日程 発着地 スケジュール/食事【宿泊地】

1 東京� 発 夕刻、東京発1ニュージーランド航空で、南半球へ。

2 オークランド� 着/発
クイーンズタウン�着

1オークランドで乗り継ぎ、クイーンズタウンへ。ク
イーンズタウン着後、2ホテルへ。

3

クイーンズタウン�発
テアナウ� 着/発
テアナウ・ダウンズ�着/発
グレイドハウス�着/発
ミルフォード・トラック
トレッキング（1日目）
グレイドハウス� 着

2テアナウへ（約2時間）。テアナウで昼食後、2テアナ
ウ・ダウンズへ（約30分）。5ボートに乗り換え、テアナ
ウ湖源頭のトレイルヘッド、グレイドワーフへ（約1時
間）。世界遺産フィヨルドランド国立公園の中を歩きま
す。0グレイドハウスまではわずか(約30分)な距離で
す。
着後、ロッジ周辺のショート・ウォークにご案内しま
す。

4
グレイドハウス� 発
ミルフォード・トラック
トレッキング（2日目）
ポンポロナ・ロッジ�着

0クリントン川沿いのトレイルをトレッキング。途中、ク
リントン小屋を過ぎ、ヒレレハット（山小屋）で昼食を
とった後、Ｕ字谷を進みポンポロナ・ロッジへ（約6時間、
約16km）。

5

ポンポロナ・ロッジ�発
ミルフォード・トラック
トレッキング（3日目）
マッキノン峠経由
クインティン・ロッジ�着

0クリントン川源流を渡り、マッキノン峠への登りにか
かります。峠一帯からは雪と氷河の峰々を見渡すことが
でき、このトレッキングのハイライトともいえる素晴ら
しい所です。パスハットで昼食後、クインティン・ロッジ
へと下ります（約7時間、約15km）。
0ロッジより往復できるサザーランド滝は一見の価値
があります（往復約1.5時間）。

6

クインティン・ロッジ�発
ミルフォード・トラック
トレッキング（4日目）
サンドフライポイント�着/発
ミルフォード・サウンド�着

0クインティン・ロッジよりダンプリング小屋を経て
アーサー谷沿いの緩やかな下り道をサンドフライ・ポイ
ントへ（約7時間、約21km）。
着後、5ボートでミルフォードサウンドへ向かいま
す（約20分）。

7
ミルフォード・
サウンド・クルーズ
ミルフォード・サウンド�発
クイーンズタウン�着

午前、5フィヨルドの雄大な景観を楽しむミルフォー
ド・サウンド・クルーズへ（約1.5時間）。クルーズ後、2
クイーンズタウンへ（約4.5時間）。

8 クイーンズタウン�発
マウントクック� 着

午前、2世界遺産アオラキ/マウントクック国立公園へ
（約4時間）。マウントクックのハーミテージ・ホテルで
は『マウントクックが見えるお部屋』に宿泊します。

9

マウントクック� 発
マウントクック山麓
ハイキング

湖畔の街テカポ散策
クライストチャーチ�着

午前、0氷河によって浸食された独特の地形が残る
フッカー谷のハイキングにご案内します（徒歩約3時
間）。ハイキング後、2湖畔に可愛らしい教会が建つ
テカポに立ち寄り、クライストチャーチへ（約5時間）。

10
クライストチャーチ�発
オークランド�着／発
東京� 着

早朝、クライストチャーチ発1オークランドで乗り継
ぎ、1ニュージーランド航空直行便で東京へ。午後、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。

rrt【機中泊】

tre【クイーンズタウン泊H】

qwe【グレイドハウス泊L】

qwe【ポンポロナ・ロッジ泊L】

qwe【クインティン・ロッジ泊L】

qwe【ミルフォード・サウンド泊L】

qwe【クイーンズタウン泊H】

qre【マウントクック泊H】

qre【クライストチャーチ泊H】

ttr

歩行時間 dd ee 宿泊高度 ggg 宿泊施設 lk

出発日〜帰国日 旅行代金

11/18㈪〜11/27㈬ ¥612,000

燃油サーチャージは、旅行代金に含まれています。
●ツアーリーダー：クイーンズタウンからクライストチャーチまで同行します。オークランド
空港での乗り継ぎは、現地日本語係員がご案内します。添乗員は同行しませんが、出発日
や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：10人［1グループ最大16人］ 　●食事：朝7回、昼5回、夕8回
●利用予定ホテル：クイーンズタウン：B ／ハートランド、コプソーンレイクフロント　マウン
トクック：A ／ハーミテージホテル（スーペリア）　クライストチャーチ：B/イビス
●一人部屋利用追加料金：￥70,000（ロッジ泊を除く）
●利用予定航空会社：ニュージーランド航空
●当コースは事前にNZのeTA（電子渡航証）の取得が別途必要となります。詳しくはお
問い合わせください。

ビジネスクラス、プレミアム・エコノミーをご希望の方はお問い合わせください。

※ロッジには温水シャワー、乾燥室あり
※ロッジでの宿泊は男女別相部屋になります。

東京発着地

各地からの日本国内線特別プランあり。詳細はP.10をご参照ください。

▲アオラキ／マウントクック国立公園でハイキングを楽しむ（9日目）

▲フィヨルドの壮大な景観を楽しむミルフォード・サウンド・クルーズ（7日目）

ミルフォード・トラックでは、2段ベットが2～4台備え付けられたお部屋で
の宿泊（相部屋、シャワー・トイレ共同）が基本となりますが、下記の追加料金
で、ロッジでの宿泊（3泊）を、プライベートルーム（専用個室、シャワー・トイ
レ付）に変更することができます。

快適なプライベートルーム（専用個室）のご案内

□ツインまたはダブルルーム
　（２人用）
　お一人様　45,000円
※ご希望の方は「プライベートルーム
希望」の旨を必ずお申込み時にお
知らせください。

※部屋数が限られるため、ご希望に
　沿えない場合があります。
※お手配が完了した時点より、追加
料金の全額がキャンセル料として
かかります

トレックミュゼット
【素材】ECO AZTEC® Canvas
【重量】100g
【寸法】18×26cm

耐久性と耐水性に優れるアズテック®
キャンバスを使用した、肩掛けのミュ
ゼットです。アズテック®ならではの
レトロな発色と、風合いのよさが特徴。開閉しやすいスナップボタン仕様の
開口部は、収納容量に応じて留める位置を変更できるデザインです。ショル
ダーベルトには肌当たりの優しいパッド付き。カラビナなどを連結できるア
クセサリーループを装備しています。

Trek Musette

参加者プレゼント！
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クライストチャーチクライストチャーチ

クイーンズタウンクイーンズタウンテアナウテアナウ

オークランドオークランド

ルートバーン・トラックルートバーン・トラック

マウントクックマウントクック

ミルフォード・
トラック
ミルフォード・
トラック

ダイナミックな山岳展望を
満喫するルートバーン・トラック
ルートバーン・トラックは、フィヨルドランド国立公園からマウント・アスパイ
アリング国立公園へと抜ける全長約38kmを2泊3日の行程で踏破するコー
スです。ブナの原生林からスタートして、森林限界を超えて、峠越えから山
上湖や湿原を巡り、清流や滝の美しい峡谷を下るなど、見所はつきません。
　次から次へと移り変わる景色は、山歩きの楽しさをいっそう引き立ててく
れます。１日の入山数も制限されていて静かな山歩きが楽しめる点も魅力
です。山中のロッジはミルフォードトラック同様にしっかりした設備で快適
にお過ごしいただけます。

ブナの原生林や迫力ある数々の滝、静かな山上湖、ダーラン山脈の大パノラマ、
美しい清流など、変化に富んだ山歩きが魅力のルートバーン・トラックへ。十分な
歩き応えと達成感が得られる、NZ国内でも最も人気の高いトレッキングコースを
歩きます。マウントクックでのハイキングにもご案内します。 

ルートバーン・トラック完全踏破と
マウントクック 8日間

NZ随一の好展望を誇るスカイライン・トレッキング
BRBA-19

▲Mt.ツトコをはじめ山岳展望が素晴らしいルートバーン・トラックを２泊３日で縦走する

【創業50周年特別企画／Ｂコース】

Height in
metres
aboves
sea level

Distance in km 0 10(6.1miles) 20(12.2miles) 30(18.3miles) 40
(24.4miles)

Day1 13km（8.1mile）　 Day2 15km（9.2miles） Day3 10km（6.1miles）

Lake
Howden

Tree Line

Harris
Saddle

1600
(5248ft)

1300
(4264ft)

1000
(3278ft)

700
(2296ft)

400
(1312ft)

Key Summit
(optional）

Conical Hill
(optional）

Routeburn
FallsLake

Mackenzie

ディバイド峠
トレイルエンド

マッケンジー・ロッジ1泊目 ルートバーンフォールズ・ロッジ
2泊目

▲外国人トレッカーと記念撮影

▲森林限界を超えて、太古の原生林とサザンアルプスの大展望を楽しむ

▲イヤーランド滝
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クライストチャーチクライストチャーチ

クイーンズタウンクイーンズタウンテアナウテアナウ

オークランドオークランド

ルートバーン・トラックルートバーン・トラック

マウントクックマウントクック

ミルフォード・
トラック
ミルフォード・
トラック

ルートバーン・トラックでは、4人部屋（相部屋、シャワー・トイレ共同）での宿
泊が基本となりますが、下記の追加料金で、ロッジでの2泊をプライベート
ルーム（専用個室、シャワー・トイレ付）に変更することができます。2012年
秋に完成した快適な客室での滞在をお楽しみください。

快適なプライベートルーム（専用個室）のご案内

□ツインまたはダブルルーム（２人用）
　お一人様　40,000円
※ご希望の方は「プライベートルーム希望」の
旨を必ずお申込み時にお知らせください。

※部屋数が限られるため、ご希望に沿えない
場合があります。

※お手配が完了した時点より、追加料金の全
額がキャンセル料としてかかります。

歩行時間 dd ee 宿泊高度 ggg 宿泊施設 lk

燃油サーチャージは、旅行代金に含まれています。
●ツアーリーダー：クイーンズタウンからクライストチャーチまで同行してご案内します。
オークランド空港での乗り継ぎは、現地日本語係員がご案内します。添乗員は同行しませ
んが、出発日や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：10人［1グループ最大16人］　●食事：朝5回、昼4回、夕6回
●利用予定ホテル：クイーンズタウン：A ／メルキュール　B/コプソーンレイクフロント
マウントクック：A ／ハーミテージホテル（スーペリア）　クライストチャーチ：B/イビス
●一人部屋利用追加料金：￥70,000（ロッジ泊を除く）
●利用予定航空会社：ニュージーランド航空
●当コースは事前にNZのeTA（電子渡航証）の取得が別途必要となります。詳しくはお
問い合わせください。
ビジネスクラス、プレミアム・エコノミーをご希望の方はお問い合わせください。

※ロッジには温水シャワー、乾燥室あり
※ロッジでの宿泊は男女別相部屋になります。

出発日〜帰国日 旅行代金

11/20㈬〜11/27㈬ ¥592,000

東京発着地

各地からの日本国内線特別プランあり。詳細はＰ.10をご参照ください

日程 発着地 スケジュール/食事【宿泊地】

1 東京� 発 夕刻、東京発1ニュージーランド航空で、南半球へ。

2 オークランド�着／発
クイーンズタウン�着

1オークランドで乗り継ぎ、クイーンズタウンへ。
クイーンズタウン着後、2ホテルへ。

3

クイーンズタウン�発
テアナウ� 経由
ディバイド峠� 着/発
ルートバーン・トラック
トレッキング（1日目）
キーサミット� 経由
マッケンジー・ロッジ�着

2早朝、バスで出発し、テアナウ経由でルートバーン・ト
ラックのスタート地点、ディバイド峠へ（約3.5時間）。
0ブナ林の山道を登り森林限界上の小ピーク、キーサ
ミット展望台を往復後、湖畔のハウデン小屋まで下りま
す。ハウデン湖からは木道の湿原を過ぎ、イヤーランド
滝を経て、緩やかな山道を平坦なマッケンジーの谷へ

（約6時間／約13km）。
マッケンジー・ロッジは、エミリーピークを投影する
マッケンジー湖近くに建つ、コース中随一の景観を誇
るロッジです。

4

マッケンジー・ロッジ�発
ルートバーン・トラック
トレッキング（2日目）
ハリス･サドル� 経由
ルートバーンフォールズ･
ロッジ� 着

0マッケンジー湖畔を抜けジグザグの登りをオーシャ
ン･ピークコーナーへ。ホリフォードフェイスとよばれる
山腹の水平道に出てから、ハリス峠(1,277m)までの３
時間はコースのハイライト部分です。ホリフォード谷を
眼下にし、対岸にはダーラン山脈のパノラマが続きま
す。その後、いっきに下り、湿原帯をへて、ルートバーン
フォールズ・ロッジへ（約7時間／約15km）。

5

ルートバーンフォールズ･
ロッジ� 発
ルートバーン・トラック
トレッキング（3日目）
トレイル･エンド�着/発
クイーンズタウン�着

0ルートバーンフラットの平原へ下り、川の流れを見な
がら進みます。最後の下りは樹林帯の中を行き、ルート
バーンの流れに沿ったブナの森をのんびりと歩きます。
大きな吊り橋を渡り、ルートバーン・トラックは終了で
す（約4時間／約10km）。
2バスでワカティプ湖畔のクイーンズタウンへ戻り
ます（約1.5時間）。

6 クイーンズタウン�発
マウントクック� 着

2専用車で世界遺産アオラキ/マウントクック国立公園
へ（約4時間）。
マウントクックのハーミテージ・ホテルでは『マウント
クックが見えるお部屋』に宿泊します。

7
マウントクック
山麓ハイキング

マウントクック� 発
クライストチャーチ�着

0マウントクック山麓の山々をのぞむレッドターンズ・
ハイキングにご案内。条件が良ければ、さらに先のサザ
ンアルプスの絶景が見渡せるマクナルティターンズを
目指します（徒歩約4時間）。
ハイキング後、2湖畔に可愛らしい教会が立つテカ
ポに立ち寄り、クライストチャーチへ（約5時間）。

8
クライストチャーチ�発
オークランド� 着/発
東京� 着

早朝、クライストチャーチ発1オークランドで乗り継
ぎ、1ニュージーランド航空直行便で東京へ。
午後、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。

rrt【機中泊】

tre【クイーンズタウン泊H】

qwe【マッケンジー・ロッジ泊L】

qwe【ルートバーンフォールズ･ロッジ泊L】

qwe【クイーンズタウン泊H】

qre【マウントクック泊H】

qwe【クライストチャーチ泊H】

ttr

▲マッケンジーロッジ

▲フレンドリーなガイドたち

▲ランチは手作りサンドイッチ

▲川のほとりでランチ休憩

▲レッドターンズからのマウントクックの展望（7日目）

トレックミュゼット
【素材】ECO AZTEC® Canvas
【重量】100g
【寸法】18×26cm

耐久性と耐水性に優れるアズテック®
キャンバスを使用した、肩掛けのミュ
ゼットです。アズテック®ならではの
レトロな発色と、風合いのよさが特徴。開閉しやすいスナップボタン仕様の
開口部は、収納容量に応じて留める位置を変更できるデザインです。ショル
ダーベルトには肌当たりの優しいパッド付き。カラビナなどを連結できるア
クセサリーループを装備しています。

Trek Musette

参加者プレゼント！
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ニュージーランド絶景ハイキング 8日間
マックパックで歩こう！ NZ南島の多彩な風景を楽しむ日帰りハイキングの決定版

BSAC-19

NZを代表する絶景を
日帰りハイキングで満喫する
ニュージーランドは日本の4分の3ほどの広さの国ですが、その自然景観
はたいへん多様です。本コースでは、南島フィヨルドランドの生命力にあ
ふれる原生林、サザンアルプスに広がる雄大な山々や氷河の展望、羊が草
を食むのんびりとした田園風景など、連日多彩な風景をお楽しみいただく
ことができます。ハイキングの合間に楽しむ町での散策やお食事も旅の
ポイントのひとつです。初めてニュージーランドに行かれる方にもおす
すめのコースです。

クライストチャーチクライストチャーチ

クイーンズタウンクイーンズタウンテアナウテアナウ

オークランドオークランド

ルートバーン・トラックルートバーン・トラック

ミルフォード・トラックミルフォード・トラック

マウントクックマウントクック

世界遺産［テ・ワヒポウナム］を構成する4つの国立公園のうちフィヨルドランド国立
公園とアオラキ/マウントクック国立公園を訪れ、山・森・氷河と様 な々景観を楽し
める日帰りハイキングへご案内します。世界有数の星空を誇るテカポでは、星空
鑑賞のチャンスもあります。

▲マウントジョン展望台からの絶景（7日目）

▲Mt.セフトン（3,151m）Mt.フットスツール（2,764m）をのぞむ（アオラキ／マウントクック国立公園） ▲フィヨルドの美しい景観が続くミルフォード・サウンド・クルーズへ（4日目）

▲Mt.クリスティーナなど迫力ある山並みをのぞむキーサミット（4日目）　

▲美しいブナの森を歩くミルフォード・トラック（3日目）

【創業50周年特別企画／ Cコース】
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クライストチャーチクライストチャーチ

クイーンズタウンクイーンズタウンテアナウテアナウ

オークランドオークランド

ルートバーン・トラックルートバーン・トラック

ミルフォード・トラックミルフォード・トラック

マウントクックマウントクック

▲吊り橋を渡り、ミルフォードの森へ（3日目）

▲テカポの善き羊飼いの教会から満天の星空を見上げる（6日目）

日程 発着地 スケジュール/食事【宿泊地】

1 東京� 発 夕刻、東京発1ニュージーランド航空で南半球へ。

2
オークランド� 着/発
クイーンズタウン�着/発
テアナウ� 着

1オークランドで乗り継ぎ、クイーンズタウンへ。着
後、2テアナウへ（約２時間）。日程3〜4日目はフィヨ
ルドランド国立公園内のハイキングにご案内します。

3
テアナウ� 滞在
ミルフォード・トラック
1日ハイキング

朝、2テアナウ・ダウンズへ（約30分）。5ボートでミ
ルフォード・トラックのトレイルヘッドへ（約1時間）。
0ミルフォード・トラックの最初の一部分を歩く日帰り
ハイキング。平らな道をグレイドハウス（ロッジ）へ。吊り
橋を渡り、さらにクリントン川に沿って、ブナとシダに
覆われた原生林を歩きます（徒歩約4時間）。
ハイキング後、52テアナウへ。

4

テアナウ� 　滞在

ミルフォード・
サウンド・クルーズ
ルートバーン・トラック
1日ハイキング

2ミルフォード・サウンドへ（約2.5時間）。5ミル
フォード・サウンド・クルーズ（約1.5時間）をお楽しみく
ださい。
その後、2ディバイド峠へ（約1時間）。
0ルートバーン・トラックの最初の一部分を歩き、360
度の大展望が広がるキー・サミットへ（徒歩約3時間）。
その後、2テアナウへ戻ります（約1.5時間）。

5 テアナウ� 　発
マウントクック�　着

2世界遺産アオラキ／マウントクック国立公園へ（約6
時間）。途中、クイーンズタウンの街に立ち寄ります。
マウントクックのハーミテージ・ホテルでは「マウント
クックの見える部屋」に宿泊します。

6

マウントクック
山麓ハイキング

マウントクック� 発
テカポ� 着
テカポ星空チャンス！

0氷河によって浸食されて形成された独特の地形が残
るフッカー谷をハイキング。
周囲の氷河峰とNZ最高峰Mt.クックの展望をお楽しみ
ください（徒歩約6時間）。
ハイキング後、2湖畔に佇む美しい街テカポへ（約1
時間）。テカポは満天の星空で有名です。
深夜、各自ホテルの周辺で星空鑑賞をお楽しみください。

7

テカポ� 発
マウントジョン
ハイキング

クライストチャーチ
市内観光

クライストチャーチ�着

午前、0サザンアルプスを一望するマウントジョンの
ハイキングにご案内します（徒歩約2時間）。
ハイキング後、2クライストチャーチへ（約4時間）。
着後、ハグレー公園などクライストチャーチの市内観
光にご案内します。

8
クライストチャーチ�発
オークランド�着/発
東京� 着

早朝、クライストチャーチ発1オークランドで乗り継
ぎ、1ニュージーランド航空で、東京へ。
午後、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。

rrt【機中泊】

tre【テアナウ泊H】

qwr【テアナウ泊H】

qwr【テアナウ泊H】

qre【マウントクック泊H】

qwe【テカポ泊H】

qre【クライストチャーチ泊H】

ttr

歩行時間 ddeee 宿泊高度 ggg 宿泊施設 lm

東京発着地

出発日〜帰国日 旅行代金

11/21㈭〜11/28㈭ ¥498,000

各地からの日本国内線特別プランあり。詳細はＰ.10をご参照ください。

燃油サーチャージは、旅行代金に含まれています。
●ツアーリーダー：添乗員は同行しませんが、ツアーリーダーがクイーンズタウンからクライスト
チャーチまで同行します。オークランド空港での乗り継ぎは、現地日本語係員がご案内します。
●最少催行人数：10人［1グループ最大15人］　●食事：朝5回、昼3回、夕4回
●利用予定ホテル：テアナウ：B ／ディスティンクション・ラクスモア　マウントクック：A ／
ハーミテージホテル（スーペリア）　テカポ：S ／ペッパーズ　クライストチャーチ：B/イビス
●一人部屋利用追加料金：￥84,000　●利用予定航空会社：ニュージーランド航空
●当コースは事前にNZのeTA（電子渡航証）の取得が別途必要となります。詳しくはお
問い合わせください。

ビジネスクラス、プレミアム・エコノミーをご希望の方はお問い合わせください。

※このコースは、移動時の専用車はツアーリーダーが運転することがあります。この場合、車両及
びツアーリーダーは現地手配会社に所属しています。なお、出発日や参加者数によっては、別途
ドライバー・ガイドを手配する場合があります。

初夏に咲くNZ固有の可憐な植物たち

©TETSUYA/NAKAGAKI

フィヨルド28
【素材】ナイロン 【容量】28L(+7L)
【寸法】50x25x17cm 【重量】0.87kg

軽量かつテクニカルな28L容量の小型バックパッ
クです。わずか870gの本体重量ながら、通気性
やフィット感を犠牲にしない背面構造を採用し、
長時間の使用に耐える背負い心地を実現。外付
けしたアイテムの視認性を確保するためのメッ
シュポケットや、容易な操作で小物の固定が可能
なZigZagサイドコンプレッションなど、ファスト
パッキングに適した操作性を重視しています。

Fiord 28

参加者プレゼント！

▲エバーラスティング・ディジー

▲グリーン・フーテッド・オーキッド

▲マオリ・オニオン

▲マウントクック・リリー

▲ウーリシア

▲マウンテン・ヒービー
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このパンフレットに掲載した企画旅行の旅行代金は、
2019年5月20日の運賃・料金を基準としています。

お電話またはメールまたはWEBサイトにて仮予約を
受け付けておりますので、お早めのご予約をおすす
めいたします。

仮予約をいただいたお客さまに、参加お申込
書と旅行手続きのご案内をお送りいたします。

参加お申込書が届き次第、必要事項をご記
入いただき、アルパインツアー各営業所宛て
にご返送ください。また、同時に、お申込み金
５万円を下記銀行口座までご送金ください。

ご出発の約1ヵ月前頃にご旅行代金のご請
求書をお送りいたします。残金をご送金く
ださい。

ご出発の10日前頃までに「最終日程表」「ご
集合案内」をお送りさせていただきます。

●ご不明な点は、当社各営業所へお気軽にお問い合わせください。
※取り消し料（下記の旅行条件をご参照ください。）

お申し込みからご出発まで

●三菱UFJ銀行／虎ノ門支店
●みずほ銀行／新橋支店
●三井住友銀行／日比谷支店

●三菱UFJ銀行／名古屋駅前支店
●みずほ銀行／名古屋駅前支店
●三井住友銀行／名古屋駅前支店

●三菱UFJ銀行／大阪西支店
●みずほ銀行／大阪支店
●三井住友銀行／備後町支店

●三菱UFJ銀行／福岡支店
●みずほ銀行／福岡支店
●三井住友銀行／天神町支店

【普通口座】1610094
【普通口座】0713984
【普通口座】7227655

【普通口座】0354044
【普通口座】0815754
【普通口座】6826272

【普通口座】0884502
【普通口座】1509307
【普通口座】1040708

【普通口座】1989575
【普通口座】1372635
【普通口座】1074981

お申込金振込先 口座名: アルパインツアーサービス（株）
東　京

名古屋

大　阪

福　岡

仮  予  約

旅行手続きのご案内

正 式 な お 申 込 み

ご旅行代金ご送金

「最終の案内」送付

1

2

3

4

5

歩行時間を目安にしたツアーのレベル
1deeee
1ddeee
1dddee
1dddde

1ddddd

※dd ※ddd

....... 一日の歩行時間が1～2時間のとてもやさしいコース

....... 一日の歩行時間が2～4時間のハイキングが主体のコース

....... 5時間以上の歩行が4日以上含まれるやや健脚向きコース

....... 8～10時間程度の歩行が数日または長期間にわたっての歩行
　 　が含まれる健脚向きコース
....... 長時間歩行が数日含まれ、歩行スピードが要求されるハードコース

....... 2と3の中間になります。 ....... 3と4の中間になります。

海外の空港税は旅行代金に含まれています。

燃油サーチャージについて

日程表の見方（ご案内とご注意）

このカタログに掲載されている海外ツアーの海外での空港諸税は、旅行代金に含まれ
ています。これにより、現地で空港諸税を別途お支払いいただく煩わしさがなくなりま
す。なお、日本国内の空港施設使用料及び旅客保安サービス料、2019年1月7日より
導入される国際観光旅客税は旅行代金に含まれておりません。

世界的な原油価格高騰とその長期化で各航空会社は「燃油サーチャージ（燃油特別
金代行旅ごめたのこ。たしまきてし加追に賃運空航を）可認省通交土国（」）賃運加付

ご請求に際しまして「燃油サーチャージ」が設定されている場合には加算してご請求さ
せていただいております。なお、近年原油価格の下落もあり、ご負担は軽減してきてお
ります。今後も燃油サーチャージ額の変動に合わせましてご請求させていただきます
が、何卒皆さまのご理解をたまわりますようお願い申し上げます。

日本国内線特別プランー日本各地からご参加いただけますー
■追加代金（往復おひとり様分）

【注意】
・国内線の予約・回答は、ツアー催行決定後となります。航空座席の予約が確保できない場合は
ご利用いただけません。
・利用航空会社、利用便はご指定いただけません。（国際線発着時刻より24時間以内に接続す
る便に限ります）。
・各地～東京間は羽田空港になる場合があります。羽田～成田間の交通費は、お客様のご負担
となります。また国内線がお取りできない場合、別の交通機関の費用、および宿泊を伴う場合
の宿泊費はお客様のご負担となります。
・国内線利用便確定後の変更はお受けできない場合があります。また、ご予約内容を変更され
る場合、お申し出の時期により航空券の再発券に関わる手数料がかかります。

追加代金 国内線発着地

¥10,000 名古屋、大阪、函館、仙台、新潟、秋田、小松、富山、岩国

¥20,000 札幌、福岡、鳥取、米子、広島、岡山、山口宇部、松山、高知、高松、徳島、佐賀

¥30,000 旭川、女満別、釧路、熊本、宮崎、鹿児島、長崎、大分、沖縄
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このパンフレットに掲載した企画旅行の旅行代金は、
2019年5月20日の運賃・料金を基準としています。

お電話またはメールまたはWEBサイトにて仮予約を
受け付けておりますので、お早めのご予約をおすす
めいたします。

仮予約をいただいたお客さまに、参加お申込
書と旅行手続きのご案内をお送りいたします。

参加お申込書が届き次第、必要事項をご記
入いただき、アルパインツアー各営業所宛て
にご返送ください。また、同時に、お申込み金
５万円を下記銀行口座までご送金ください。

ご出発の約1ヵ月前頃にご旅行代金のご請
求書をお送りいたします。残金をご送金く
ださい。

ご出発の10日前頃までに「最終日程表」「ご
集合案内」をお送りさせていただきます。

●ご不明な点は、当社各営業所へお気軽にお問い合わせください。
※取り消し料（下記の旅行条件をご参照ください。）

お申し込みからご出発まで

●三菱UFJ銀行／虎ノ門支店
●みずほ銀行／新橋支店
●三井住友銀行／日比谷支店

●三菱UFJ銀行／名古屋駅前支店
●みずほ銀行／名古屋駅前支店
●三井住友銀行／名古屋駅前支店

●三菱UFJ銀行／大阪西支店
●みずほ銀行／大阪支店
●三井住友銀行／備後町支店

●三菱UFJ銀行／福岡支店
●みずほ銀行／福岡支店
●三井住友銀行／天神町支店

【普通口座】1610094
【普通口座】0713984
【普通口座】7227655

【普通口座】0354044
【普通口座】0815754
【普通口座】6826272

【普通口座】0884502
【普通口座】1509307
【普通口座】1040708

【普通口座】1989575
【普通口座】1372635
【普通口座】1074981

お申込金振込先 口座名: アルパインツアーサービス（株）
東　京

名古屋

大　阪

福　岡

仮  予  約

旅行手続きのご案内

正 式 な お 申 込 み

ご旅行代金ご送金

「最終の案内」送付

1

2

3

4

5

歩行時間を目安にしたツアーのレベル
1deeee
1ddeee
1dddee
1dddde

1ddddd

※dd ※ddd

....... 一日の歩行時間が1～2時間のとてもやさしいコース

....... 一日の歩行時間が2～4時間のハイキングが主体のコース

....... 5時間以上の歩行が4日以上含まれるやや健脚向きコース

....... 8～10時間程度の歩行が数日または長期間にわたっての歩行
　 　が含まれる健脚向きコース
....... 長時間歩行が数日含まれ、歩行スピードが要求されるハードコース

....... 2と3の中間になります。 ....... 3と4の中間になります。

海外の空港税は旅行代金に含まれています。

燃油サーチャージについて

日程表の見方（ご案内とご注意）

このカタログに掲載されている海外ツアーの海外での空港諸税は、旅行代金に含まれ
ています。これにより、現地で空港諸税を別途お支払いいただく煩わしさがなくなりま
す。なお、日本国内の空港施設使用料及び旅客保安サービス料、2019年1月7日より
導入される国際観光旅客税は旅行代金に含まれておりません。

世界的な原油価格高騰とその長期化で各航空会社は「燃油サーチャージ（燃油特別
金代行旅ごめたのこ。たしまきてし加追に賃運空航を）可認省通交土国（」）賃運加付

ご請求に際しまして「燃油サーチャージ」が設定されている場合には加算してご請求さ
せていただいております。なお、近年原油価格の下落もあり、ご負担は軽減してきてお
ります。今後も燃油サーチャージ額の変動に合わせましてご請求させていただきます
が、何卒皆さまのご理解をたまわりますようお願い申し上げます。

〒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

NZの自然環境で独自の進化を遂げた“飛べない”野鳥たちは、訪れる
人々を魅了します。しかし、“タカヘ”を含む野鳥の数十種は絶滅危惧
種に指定されおり、現在、NZのDOC（自然保護省）が残された生態系
を保護し、自然の環境で生存する動物や鳥類を守ろうとしています。
アルパインツアーでは、2011年からツアーの売り上げの一部をDOC
に寄付する活動を行ってきました。NZ固有の野鳥の明るい未来を期
待し、10年目を迎える保護活動を今後も続けていきます。

DOCによる希少動物保護活動“タカヘ”を守るプロジェクト

ニュージーランド航空

ビジネス・プレミア

くつろぎの時間へと誘う、
ラグジュアリーな空間

世界最高水準の新ビジネスクラス“ビジネス･
プレミア”。フルフラットベッドに様変わり
するレザーシートは、離着陸時でもリクライ
ニングしたままでご利用いただける、あらゆ
る面で快適性と利便性を追求したデザインで
す。選りすぐりのニュージーランドワインと
ＮＺ風料理をゆったりとお楽しみください。

プレミアム・エコノミー

エコノミークラスよりワンランク上の
快適なスペース（上級エコノミー）
エコノミークラスとビジネスクラスの中間に
設定されたプレミアム・エコノミーは、手足を
投げ出してくつろげる大型レッグレストと
フットバーを装備したゆとりある座席デザイ
ン。ドリンク、アルコール類はもちろん、機内
食もほぼビジネスクラス（ビジネス・プレミ
ア）同様の内容で提供されます。

スカイカウチ（エコノミークラス）

あらゆるお客様にご満足いただける
エコノミークラスのスカイカウチ

「スカイカウチ」はエコノミー・シート3席が
連なる一体型シートです。座席の下に折り畳
み式のフットレストがあり、それを引き出せ
ばシートがカウチに。フットレストは個々の
シートで出し入れが可能なため、リラックス
して手足を伸ばしたり横になったりと望みど
おりの空間を自在に生み出せます。

ワンランク上の空の旅

※上記３つのクラスをご希望の方は、お申し込みの際にお申し出ください。併せて追加料金をご案内いたします。
　なお、座席確保の有無は空き状況にもよりますが、ご要望の場合はお早めにご連絡くださいますようお願いいたします。




