
3/ 2 ㈯～ 3 /15㈮ ¥872,000
1/18㈮～ 1 /31㈭ ¥882,000
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まだまだハイキング・シーズン真っ盛り！天候の安定する2月～4月に

ニュージーランドへ出かけよう！

出発日～帰国日 旅行代金

東京【発着地】

最短日程で憧れのミルフォード&ルートバーン・トラックを満喫

ミルフォード&
ルートバーン・トラック12日間

出発日～帰国日 旅行代金

1/17㈭～ 1 /25㈮ ¥532,000
2/14㈭～ 2 /22㈮ ¥542,000
3/13㈬～ 3 /21㈭ ¥532,000

東京【発着地】

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

絶景サザンアルプス
満喫ハイキング 9日間

燃油サーチャージは、
旅行代金に含まれています。

出発日～帰国日 旅行代金

3/23㈯～ 4 / 1 ㈪
2/ 3 ㈰～ 2 /12㈫

¥652,000
¥662,000

1/14㈪～ 1 /23㈬ ¥662,000

東京【発着地】

美しいブナの原生林と、氷河を抱くマウントクック山麓を歩く

ミルフォード・トラックと
マウントクック 10日間

出発日～帰国日 旅行代金

2/ 5 ㈫～ 2 /13㈬ ¥648,000
3/15㈮～ 3 /23㈯ ¥638,000

東京【発着地】

NZ随一の好展望を誇るスカイライン・トレッキング

ルートバーン・トラックと
マウントクック 9日間

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。

出発日～帰国日 旅行代金

1/26㈯～ 2 / 3 ㈰ ¥598,000
2/ 9 ㈯～ 2 /17㈰ ¥598,000
3/6 ㈬～ 3 /14㈭ ¥598,000

東京【発着地】

ニュージーランド北島のダイナミックな自然を満喫

北島の名峰ルアペフ山、タラナキ山登頂と  
トンガリロ・クロッシング 9日間

現地日本語ガイドと歩く、ニュージーランド北島の大自然

出発日～帰国日 旅行代金

1/20㈰～ 1 /26㈯ ¥462,000
2/19㈫～ 2 /25㈪ ¥462,000
3/11㈪～ 3 /17㈰ ¥462,000

東京【発着地】

世界遺産トンガリロ国立公園ハイキングと
マオリの文化に触れる旅 8日間

▲NZの青い空と湖とサザンアルプスを見渡す

4名様から催行確約

詳しくは「ニュージーランドの山旅（2018.10～2019.4）」P.26・27をご参照ください。 詳しくは「ニュージーランドの山旅（2018.10～2019.4）」P.28・29をご参照ください。

詳しくは「ニュージーランドの山旅（2018.10～2019.4）」P.12・13をご参照ください。

詳しくは「ニュージーランドの山旅（2018.10～2019.4）」P.18・19をご参照ください。

詳しくは「ニュージーランドの山旅（2018.10～2019.4）」P.20をご参照ください。

▲ダーラン山脈の大展望が広がる▲苔むす原生の森を歩く

▲マッキノン峠を越える（ミルフォード・トラック） ▲最高峰アオラキ／マウントクックを望む

▲月面のようなサウスクレーターを歩く

▲雲上の尾根を登りルアペフ山を目指す

私が
ご案内します

小暮一男
（こぐれかずお）

3/15発は私が
ご案内します

小暮一男
（こぐれかずお）

2/3発は私が
ご案内します

1/14発は私が
ご案内します

小暮一男
（こぐれかずお）

1/18発は私が
ご案内します

鈴木亜季子
（すずきあきこ）

鈴木亜季子
（すずきあきこ）

私が
ご案内します

小暮一男
（こぐれかずお）

2/9発は私が
ご案内します

志水美智子
（しみずみちこ）

詳しくは「ニュージーランドの山旅（2018.10～2019.4）」P.30・31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。

出発日～帰国日 旅行代金

1/12㈯～ 1 /21㈪ ¥624,000
2/18㈪～ 2 /27㈬ ¥628,000
4/ 1 ㈪～ 4 /10㈬ ¥598,000

東京【発着地】

連泊型の日程でＮＺ南島の自然を巡る

絶景のケプラー・ヘリ・ハイキングと
ＮＺ南島ハイキング 10日間

詳しくは「ニュージーランドの山旅（2018.10～2019.4）」P.14・15をご参照ください。
▲ケプラー・ヘリ・ハイキング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。

私が
ご案内します

小暮一男
（こぐれかずお）

1/26発は私が
ご案内します

堤清弘
（つつみきよひろ）

満席

残1

残4

残2
残1

満席
残4

※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／〒１０５-0003 東京都港区西新橋2-8-11

※2018年12月25日（火）より東京本社は下記の新住所に移転します（電話、FAX、Eメールアドレスは変更ありません）。
　新住所：〒105-0004　東京都港区新橋3-2-５　第5東洋海事ビル4階

（第7東洋海事ビル4階） ............. 03（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） ................ 06（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） ................ 052（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） ...................... 092（715）1557 FAX. 092（715）0826
広　島／広島サービスステーション （大阪支店転送電話） .......................................... 082（542）1660 
仙　台／仙台サービスステーション （東京本社転送電話） .......................................... 022（265）4611 
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 .... 011（711）7106 FAX. 011（731）1456

e-mail: info@alpine-tour.com　 http://www.alpine-tour.com

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、土曜日、祝日：9:00～17:00　  ● 日曜：定休

旅行企画・実施

※発着日が水・金・日にあたる場合は大阪発
　または大阪着が可能です。

※発着日が水・金・日にあたる場合は大阪着
　が可能です。

※発着日が水・金・日にあたる場合は大阪発
　または大阪着が可能です。

※発着日が水・金・日にあたる場合は大阪着
　が可能です。

※発着日が水・金・日にあたる場合は大阪着
　が可能です。

※発着日が水・金・日にあたる場合は大阪着
　が可能です。

秋のニュージーランド・ハイキング
2019.4

美しい黄葉をもとめて



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

ワナカワナカ

NZの美しい秋を楽しむ、季節限定の企画です。秋の景色が秀逸なクイーンズタ
ウンとワナカに滞在し、その中間にあるアロータウンやヘイズ湖などの黄葉が美し
いポイントにもご案内します。さらにミルフォードとルートバーンの一部を日帰りで歩
くほか、アオラキ/マウントクック山麓でのハイキングもお楽しみいただきます。

ミルフォード&ルートバーン1日ハイキングと 
秋のクイーンズタウン＆ワナカ 9日間

美しい黄葉をもとめて、秋のニュージーランドへ
BAKI 18-19

四季折 の々美しさがある
ニュージーランドを訪れる
ニュージーランドは、はっきりとした四季がある国です。四季折々の美し
さがあるのは日本と同じで、秋に入ると静かで落ち着いた雰囲気に様変
わりします。北半球とは季節が正反対のニュージーランドでは、４月にな
ると木々が黄色く色づき始めます。ゴールデンカラーに染まるポプラ並
木や新雪をまとったサザンアルプスの山々、そして青く澄んだ空のコン
トラストは見事です。このコースでは、ミルフォードやルートバーンの一
部分を歩く日帰りハイキングのほかに、黄葉の美しいワナカ湖畔のリ
ゾートホテルに２連泊し、周辺のハイキングを楽しみます。また、4/23
出発は、アロータウンのオータムフェスティバルを見学できるように設
定しました。この季節ならではの美しい景色をご堪能ください。

表紙写真：（１行目左から）キー・サミット・ハイキング/アロータウンのオータムフェスティバル
/プカキ湖にて/NZ固有の植物が広がる森（2行目左から）ミルフォードの終点サンドフライ
ポイント/ワナカ湖展望地にて/NZ最高峰アオラキマウントクック/ワナカの黄葉（3行目左
から）ミルフォードサウンド/フッカー谷ハイキング/ワナカ湖ハイキング/羊の群れ（4行目左
から）美しいポプラの黄葉/アロータウン近郊ハイキング/NZ産のワインを堪能/テカポにて

▲ポプラ並木が続くワナカ湖畔（5日目）▲秋の紅葉とNZ最高峰アオラキ／マウントクックの展望をのぞむ（7日目）

▲アロータウン近郊ハイキング（5日目） ▲ミルフォード１日ハイキング（3日目）

▲Mt.セフトンの氷河が迫るフッカー谷ハイキング（アオラキマウントクック国立公園）

▲雪化粧した山々が広がる秋のキーサミット・ハイキング（4日目）



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

ワナカワナカ 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

4/16㈫〜 4 /24㈬ ¥534,000

出発日〜帰国日 旅行代金

4/23㈫〜 5 / 1 ㈬ ¥542,000

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：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：8人［1グループ最大15人］
●食事：朝6回、昼3回、夕6回
●利用予定ホテル：Bクラス以上。P.32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：￥96,000
●利用予定航空会社：ニュージーランド航空
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。

※紅葉・黄葉については、現地情報や過去のデータをもとに検討しておりますが、あくまでも自然
現象のために十分お楽しみいただけないこともございます。その場合の返金はございませんの
で、あらじかめご了承ください。
※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。

こだわりのホテルに宿泊

▲ワナカ湖畔のリゾートホテル

▲アオラキ／マウントクックの見えるお部屋をご用意

▲落ち着いた雰囲気の客室

▲眺望の素晴らしいレストラン

静かなワナカ湖畔に建つ
『ホテル・エッジウォーター』に２連泊

『ハーミテージ・ホテル』では
マウントクックの見える
お部屋指定

5・6日目
ワナカ

7日目
マウントクック ▲パレードでにぎわう�

アロータウン

▲黄葉に染まる秋の風景を満喫する人々

19世紀にゴールドラッシュに沸いた街ア
ロータウン。秋になると木々が色づきカラ
フルに彩られるこの街では、毎年4月に
オータム・フェスティバル
が開催されます。2019
年の開催期間は4月23日
から6日間ですが、特に盛
り上がるのはクラシック
カーのパレードが行われ、
お店などもたくさん出る
4月27日（土曜日）です。
※�4/23出発はオータム・フェス
ティバルを見学します

アロータウン・オータム・
フェスティバルへ！

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

ミルフォード・
サウンド・クルーズ

早朝、2ミルフォード・サウンドへ（約2.5時間）。
0ミルフォード・トラックの最後の一部を歩く「ミル
フォード1日ハイキング」へ。緑一色の原生林の中の平坦
なトレイルを、ジャイアントゲート滝まで往復します
（徒歩約4時間）。ハイキング後、5ミルフォード・サウ
ンド・クルーズをお楽しみいただき、2テアナウへ。

4
テアナウ� 発
ルートバーン・トラック

1日ハイキング
クイーンズタウン�着

20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クイーンズタウンへ（約2時間）。

5

クイーンズタウン� 発
ジャーマン・ヒルズ・

サーキット・ハイキング
アロータウン散策
ワナカ� 着

219世紀後半に起こったゴールドラッシュ当時の雰
囲気が残るアロータウンへ。（※4/23発はオータム・
フェスティバルを見学します。）
0アロータウンのすぐ裏にあるジャーマン・ヒルズへの
ハイキングへ。ジャーマン・ヒルズからは、ヘイズ湖やリ
マーカブルスの山々の好展望が開け、美しい黄葉、紅葉
もお楽しみいただくことができます（徒歩約2.5時間）。
午後、2ワイナリーに立ち寄り、2ワナカへ（約1時
間）。ワナカ湖畔でゆったりとお過ごしいただけるホテ
ル・エッジウォーターに2連泊します。

6
ワナカ� 滞在
ダイヤモンド・レイクと
ロッキー・マウンテン・ 

ハイキング

2登山口へ。0ワナカ湖に隣接するダイヤモンド・レイ
クとロッキー・マウンテンを周回するハイキングへ。黄
葉に染まる美しいワナカの景色を満喫できるコースで
す（徒歩約３時間）。

7
ワナカ� 発
マウントクック� 着
マウントクック山麓

フッカー谷ハイキング

2アオラキ/マウントクック国立公園へ（約3.5時間）。
0氷河によって浸食されて形成された独特の地形が残
るフッカー谷を歩き、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3時間）。マウ
ントクックのハーミーテージ・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。

8
マウントクック� 発

マウントジョン
ショートウォーク
クライストチャーチ�着

午前、2クライストチャーチへ（約5時間）。途中、0
サザンアルプスを一望するマウントジョンでショート
ウォークにご案内（徒歩約1時間）。

9
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【テアナウ泊H】

qwe【テアナウ泊H】

qwr【クイーンズタウン泊H】

qre【ワナカ泊H】

qwe【ワナカ泊H】

qre【マウントクック泊 H】

qre【クライストチャーチ泊H】

ttr

▲ロッキー・マウンテン山頂からワナカ湖をのぞむ（6日目）

各地からの日本国内線特別プランあり。



3/ 2 ㈯～ 3 /15㈮ ¥872,000
1/18㈮～ 1 /31㈭ ¥882,000

― 4 ―

まだまだハイキング・シーズン真っ盛り！天候の安定する2月～4月に

ニュージーランドへ出かけよう！

出発日～帰国日 旅行代金

東京【発着地】

最短日程で憧れのミルフォード&ルートバーン・トラックを満喫

ミルフォード&
ルートバーン・トラック12日間

出発日～帰国日 旅行代金

1/17㈭～ 1 /25㈮ ¥532,000
2/14㈭～ 2 /22㈮ ¥542,000
3/13㈬～ 3 /21㈭ ¥532,000

東京【発着地】

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

絶景サザンアルプス
満喫ハイキング 9日間

燃油サーチャージは、
旅行代金に含まれています。

出発日～帰国日 旅行代金

3/23㈯～ 4 / 1 ㈪
2/ 3 ㈰～ 2 /12㈫

¥652,000
¥662,000

1/14㈪～ 1 /23㈬ ¥662,000

東京【発着地】

美しいブナの原生林と、氷河を抱くマウントクック山麓を歩く

ミルフォード・トラックと
マウントクック 10日間

出発日～帰国日 旅行代金

2/ 5 ㈫～ 2 /13㈬ ¥648,000
3/15㈮～ 3 /23㈯ ¥638,000

東京【発着地】

NZ随一の好展望を誇るスカイライン・トレッキング

ルートバーン・トラックと
マウントクック 9日間

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。

出発日～帰国日 旅行代金

1/26㈯～ 2 / 3 ㈰ ¥598,000
2/ 9 ㈯～ 2 /17㈰ ¥598,000
3/6 ㈬～ 3 /14㈭ ¥598,000

東京【発着地】

ニュージーランド北島のダイナミックな自然を満喫

北島の名峰ルアペフ山、タラナキ山登頂と  
トンガリロ・クロッシング 9日間

現地日本語ガイドと歩く、ニュージーランド北島の大自然

出発日～帰国日 旅行代金

1/20㈰～ 1 /26㈯ ¥462,000
2/19㈫～ 2 /25㈪ ¥462,000
3/11㈪～ 3 /17㈰ ¥462,000

東京【発着地】

世界遺産トンガリロ国立公園ハイキングと
マオリの文化に触れる旅 8日間

▲NZの青い空と湖とサザンアルプスを見渡す

4名様から催行確約

詳しくは「ニュージーランドの山旅（2018.10～2019.4）」P.26・27をご参照ください。 詳しくは「ニュージーランドの山旅（2018.10～2019.4）」P.28・29をご参照ください。

詳しくは「ニュージーランドの山旅（2018.10～2019.4）」P.12・13をご参照ください。

詳しくは「ニュージーランドの山旅（2018.10～2019.4）」P.18・19をご参照ください。

詳しくは「ニュージーランドの山旅（2018.10～2019.4）」P.20をご参照ください。

▲ダーラン山脈の大展望が広がる▲苔むす原生の森を歩く

▲マッキノン峠を越える（ミルフォード・トラック） ▲最高峰アオラキ／マウントクックを望む

▲月面のようなサウスクレーターを歩く

▲雲上の尾根を登りルアペフ山を目指す

私が
ご案内します

小暮一男
（こぐれかずお）

3/15発は私が
ご案内します

小暮一男
（こぐれかずお）

2/3発は私が
ご案内します

1/14発は私が
ご案内します

小暮一男
（こぐれかずお）

1/18発は私が
ご案内します

鈴木亜季子
（すずきあきこ）

鈴木亜季子
（すずきあきこ）

私が
ご案内します

小暮一男
（こぐれかずお）

2/9発は私が
ご案内します

志水美智子
（しみずみちこ）

詳しくは「ニュージーランドの山旅（2018.10～2019.4）」P.30・31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。

出発日～帰国日 旅行代金

1/12㈯～ 1 /21㈪ ¥624,000
2/18㈪～ 2 /27㈬ ¥628,000
4/ 1 ㈪～ 4 /10㈬ ¥598,000

東京【発着地】

連泊型の日程でＮＺ南島の自然を巡る

絶景のケプラー・ヘリ・ハイキングと
ＮＺ南島ハイキング 10日間

詳しくは「ニュージーランドの山旅（2018.10～2019.4）」P.14・15をご参照ください。
▲ケプラー・ヘリ・ハイキング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。

私が
ご案内します

小暮一男
（こぐれかずお）

1/26発は私が
ご案内します

堤清弘
（つつみきよひろ）

満席

残1

残4

残2
残1

満席
残4

※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／〒１０５-0003 東京都港区西新橋2-8-11

※2018年12月25日（火）より東京本社は下記の新住所に移転します（電話、FAX、Eメールアドレスは変更ありません）。
　新住所：〒105-0004　東京都港区新橋3-2-５　第5東洋海事ビル4階

（第7東洋海事ビル4階） ............. 03（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） ................ 06（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） ................ 052（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） ...................... 092（715）1557 FAX. 092（715）0826
広　島／広島サービスステーション （大阪支店転送電話） .......................................... 082（542）1660 
仙　台／仙台サービスステーション （東京本社転送電話） .......................................... 022（265）4611 
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 .... 011（711）7106 FAX. 011（731）1456

e-mail: info@alpine-tour.com　 http://www.alpine-tour.com

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、土曜日、祝日：9:00～17:00　  ● 日曜：定休

旅行企画・実施

※発着日が水・金・日にあたる場合は大阪発
　または大阪着が可能です。

※発着日が水・金・日にあたる場合は大阪着
　が可能です。

※発着日が水・金・日にあたる場合は大阪発
　または大阪着が可能です。

※発着日が水・金・日にあたる場合は大阪着
　が可能です。

※発着日が水・金・日にあたる場合は大阪着
　が可能です。

※発着日が水・金・日にあたる場合は大阪着
　が可能です。


