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ALPS Climbing
ヨーロッパ アルプス 名峰登頂

この案内は、内容は２月１日時点の資料をもとに作成している速報版です。
正式な内容は３月２０日発表予定の正式パンフレットでお知らせします。今後のレートの変動等で、出発日、料金等が
変更になる場合もございますので、お申込の際は、必ず正式パンフレットをご確認下さい。

Adventure Guides
冒険案内人

EUROPE ALPS CLIMBING SERIES
ヨーロッパアルプス名峰登頂
モンブラン マッターホルン アイガー メンヒ ユングフラウ モンテローザ ブライトホルン アラリンホルン
氷河を抱くヨーロッパアルプスでは、夏でも日本の冬山の
ような雪稜や岩稜の登攀が楽しめます。
整備された交通機関、山麓のホテル、快適な山小屋を
最大限に利用すれば、スムーズなアプローチが可能です。
アルプスは、アルピニズム発祥の地。
国際山岳ガイド連盟認定のガイドが皆様を山頂に導きます。
氷河や岩稜など技術的に難しい部分を、
山岳ガイドに任せれば、名峰登頂もかなわぬ夢ではありません。
アルプスの雄大な景色の中、壮大なスケールの本格的な
山岳登攀を楽しみましょう。

日本人国際山岳ガイドと現地ガイドのチームでご案内します。
日本人国際山岳ガイドの良さは、日本人の登山スタイルを理解して
いることと、日本語でコミュニケーションが取れることです。
現地山岳ガイドの良さは、ルートに詳しく、自身や仲間が毎日のように
登っているので、最新のルート状況を把握しクオリティーの高いガイド
が出来ることです。
パッケージツアーでは、基本的に現地山岳ガイドがご案内致します
が、モンブラン、マッターホルンを中心に、各ツアーに日本人国際山岳
ガイドを配置するようにして、現地山岳ガイドとコミュニケーションを取り
ながらご案内するように致します。また、現地山岳ガイドも、過去に日
本人登山者を案内しているホスピタリティーに優れたガイドを厳選して
います。
なお、日本人国際山岳ガイドが同行しない日程では、日本人アシスタ
ントが山小屋まで同行して、コミュニケーションのお手伝いを致します。

◆◆◆日本人国際山岳ガイド手配◆◆◆
日本人ガイドのご希望を承りますが、各ツアーに配置できる日
本人ガイドの数が出発の２週間前頃まで決まらないため、ご希
望を頂いても手配できない場合がございます。
この場合は、現地山岳ガイドとの登山となります。
なお、日本人ガイドが手配できない理由で、ご旅行をキャンセル
される場合でも、通常のキャンセル料が掛かりますので、予め
ご理解下さい。
また、日本人国際山岳ガイドを希望の場合は、別途、追加料
金が発生します。詳しくは、別紙「日本人山岳ガイドのご案内」
がございますので、お申込時にご請求下さい。
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アルプス名峰登頂シリーズは、３つのプランから選べます。
Ａ パッケージツアー
日本人国際山岳ガイド、現地アシスタントがサポートする安心のお任せプラン
「旅行の手続きは全て人任せにして登山に集中したい方、一緒に登る仲間が欲しい方にお勧め！」
日本人国際山岳ガイドまたは現地日本人ツアーリーダーが、ジュネーブ（チューリッヒ）空港到着から、ツアーに同行して、
搭乗手続、 ホテルチェックイン、足慣らしハイキングなどをご案内します。もちろんメインの登山時にもサポートします。
「モンブラン登頂・マッターホルン登頂」
各出発日に日本人国際山岳ガイドが１名以上同行。準備から登山までサポートします。
＊山岳ガイドが複数いる場合は、日本人ガイドと現地ガイドで、それぞれパーティーを組んで
ご案内します。この場合は日本人ガイドが現地ガイドパーティー のサポートも行います。

「その他のツアー」
日本人アシスタントが同行して、前日の現地山岳ガイドとの打合せはもちろん、出発当日
の登山開始地点にも同行して準備のお手伝いを行います。また、登山中も携帯電話や山
小屋の電話などを利用し、天候やルート状況、参加者の体調などに合わせて、臨機応変
にガイドと打ち合わせをしながら、しっかりとサポート致します。

パッケージプランでは、航空便を次の２種類から選べます。
「日系・ヨーロッパ系航空会社」
直行便で一気にヨーロッパへ。そこからチューリッヒ、ジュネーブなどゲートの都市へ。出発したその日にうちに到着します。
スケジュール重視で、飛行機で疲を溜めないように体力温存を図ります。

「アジア系航空会社」 ＊エミレーツ、カタール、エティハド、タイ、シンガポール航空など。
経済性を重視します。フライト時間は長いですが、世界的に評判の高い航空会社を利用しますので、機内は快適です。
夕刻から夜に掛けて空港を出発するので、仕事が終わってから空港に向かっても出発できる場合もあります。
＊現地では２つの航空便のメンバーが合流してひとつのツアーとして行動します。

Ｂ 個人旅行 （カセットプラン）
必要最低限の手配をシンプルにまとめた経済的なプラン
「海外旅行に慣れていて、搭乗手続、鉄道乗換、ハイキング等が自分でできる方にお勧め！」
航空券、ホテル、登山ベースまでの移動、山岳ガイドといった登山に必要最低限のものをセットしたシンプルなプランです。
自分でできることをツアーより省くことによって、より経済的に登山を楽しむことができます。登山中はもちろん、旅行中に何か
トラブルが発生した時には現地オフィスのスタッフが日本語でサポートしますので安心です。

Ｃ 個人旅行 （フリープラン）
ご希望のプランに合わせて、組み立てるフリープラン
「グランドジョラス、ピッツベルニナ」等、パッケージプランに設定の無い山、長期間の個人旅行
で複雑な登山手配を頼みたい方、マイレージ等で航空券を既に持っている方にお勧め！」
旅行や登山に必要なパーツを、皆さんの希望に応じて手配します。ガイド手配はもちろん、航空券、ホテル、送迎車、
鉄道パスのみの手配でもOKです。それぞれのご希望にあわせ、日程表とお見積りをお作りします。
なお、登山に関しては、「山岳ガイト・山小屋・山麓ホテル・現地サポート」をセットにして、ご手配致します。
フリープラン計画書にご希望をご記入の上、お見積もりをご依頼下さい。

－２－

ヨーロッパアルプス名峰登頂への
ＡＧ流ステップアップ
山を歩き始めてから、一歩づつステップアップをしな
がら、憧れのヨーロッパアルプス名峰登頂を目指すま
でのチャート表です。自分の技術度・体力度を考え
て、次のステップをチェックして下さい。

ステップ１ 「初めての山歩きから夏山登山まで」
初めて山歩きをする人が、装備の使い方、パッキン
グ、フットワークなどの登山の基本をマスターして、
足場の不安定なガレ場、ザレ場を経験。
標高差８００ｍ程度の山を余裕を持って登れる体力
をつけ、山に慣れながら、低山から標高２０００ｍ程
度の一般ルートを、余裕をもって歩けるようになると
クリアです。

ステップ２ 「日本アルプスの３０００ｍ級クラス」

ブライトホルンにチャレンジ
ヨーロッパアルプスの４０００ｍ峰
の 中 で、最 も 登 り や す い 山 の 一
つ。ロープウェイで標高３８００ｍま
で登れ、アタック時の標高差は３０
０ｍ。アイゼン歩行の経験があれ
ばチャレンジ可能です。

雪 稜 中 心 の 登 山

【同レベル】 アラリンホルン ・ ヴァイスミーツ など

メンヒ・ユングフラウにチャレンジ
メンヒはアルプス登山入門コース。
雪稜中心の登山ですが、短い時
間ながらナイフリッジや岩稜帯な
ど緊張する場面もあります。ユン
グフラウは、岩と雪のミックスルー
トの登竜門です。
【同レベル】 ポルックス ・ カストール など

モンブランにチャレンジ
ヨーロッパアルプス最高峰。グー
テ小屋までの岩稜ルートと小屋か
ら上の雪稜ルートに別れます。標
高も高く、標高差もあるので、しっ
かりとした体力とスピートなど、総
合的な技術が必要となります。
【同レベル】 モンテローザ ・ ドム など

岩 稜 中 心 の 登 山

マッターホルンにチャレンジ
岩稜中心の登山。頂上近くの雪田
でアイゼン登攀も含まれます。核
心部には固定ロープがあります。
技術的な難易度は高くありません
が、１０００ｍ近い標高差が登れる
体力とスピードが求められます。
【同レベル】 ベッターホルン ・ ダンデジュアン など

よりバランスが必要で、軽く手を使う岩場、鎖場、雪
渓などを通過したり、雪の降ったすぐ後の低山、残
雪期のアルプスなどでアイゼン歩行を経験。
標高差１０００ｍの程度の山を余裕を持って登り、
山小屋に宿泊して連日登山できる体力が必要。本
格的な岩稜が含まれない北アルプスなどの３０００
ｍ級の山に余裕を持って登れるとクリアです。

ステップ３ 「３０００ｍ後半から４０００ｍの高所登山」
ヨーロッパアルプスも名峰は４０００ｍを越える山が
ほとんどです。高所登山特有の登り方をマスターし
なければ、いくら体力があっても登ることができませ
ん。実際に富士山などに登りながら、ペース配分、
休憩の取り方、水分・エネルギー補給など、高所順
応の効率よい方法をマスター。特に高所での呼吸
法を覚えると歴然と高所順応がしやすくなります。
ここまでステップアップしたら

ステップ４ 「雪山登山」
キックステップ、アイゼン歩行、ロープワーク、雪山
を快適・安全に歩くためのウエアーなどの装備の知
識をマスター。雪に慣れて、アイゼンを引っ掛けな
いようにバランスよく歩けるようになったら、尾根筋
や傾斜のある斜面などバランスが必要な場面でア
イゼン歩行を経験。ガイド登山で積雪期の八ヶ岳・
赤岳の地蔵尾根が登れるようになるとクリアです。

ステップ５ 「岩登り入門」
クライミングジムやアウトドアのゲレンデなどで、三
点確保の基本を理解し、しっかりとしたホールドの
あるルートを登ることができるレベル。また、ロープ
で確保された安心感の中で、足がすくまないように
高度感に慣れること。たとえば、各ゲレンデの初級
ルートや、槍ヶ岳の穂先などをスムースに登れるよ
うになるとクリアです。
ここまでステップアップしたら

ステップ６ 「剣岳、キレットなど北アルプス岩稜ルート」
北アルプスの岩稜を含む３０００ｍ級縦走登攀。剣
岳、西穂から奥穂のジャンダルム、キレットなど高
度感のある岩場をスムーズに登攀できる。また、
ヨーロッパアルプスのスケール感に対応するため
に、ゲレンデやクライミングジムで、簡単なルートを
腕力で強引に登るのではなく、バランスよく、力を掛
けずにスムーズに登ることができればクリアです。

アイガーにチャレンジ
岩と雪のミックス登山。一方向に
縦走するルートなので後戻りがで
きません。ピッケルを駆使するナイ
フリッジ､連続する懸垂下降など、
より総合的な技術、体力、経験が
求められます。
【同レベル】 グランドジョラス ・ シュレックホルン など

ステップ７ 「岩と雪のミックスレベル」
ステップ６をクリアした人の次のステップは、岩と雪
のミックスルート。よりバランスが必要で総合的な登
攀力が求められます。残雪期の剣岳や冬季八ヶ岳
バリエーションルートを想定。岩と雪、場合によって
は氷のルートを登攀するためにピッケル、アイゼ
ン、そして手袋を使用した登攀で、総合的な技術、
体力、スピードが求められます。
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山の技術度体力度のスケールです。この表をご参考頂きながら、登山対象の山、
ツアー等をお選びください。

■ 体力度・技術度のスケール
技術度

ＡＧツアー、登山教室における登山技術度の指針です。

体力度

技術度０ ： 初めての山歩きレベル。
整備された登山道を中心に歩きます。スニーカーでも大丈夫
な、どなたでも歩けるコース。

ＡＧツアー、登山教室における体力度の指針です。

体力度０ ： 平坦なコースが中心です。登りや長い下りはあり
ません。初めての山歩きの方が対象です。

技術度１ ： 初心者レベル
登山道上に石や岩が出てきます。軽登山靴（トレッキング
シューズ）が必要なコースです。

体力度１ ： 標高差４００ｍ位の登りが含まれます。
１日の行動時間２～４時間が目安です。
体力度２ ： 標高差８００ｍ位の登りが含まれます。

技術度２ ： 初級レベル
簡単な岩場、ザレ場、ガレ場が含まれたコース。バランスの必
要な場面がでてくるルートです。

１日の行動時間４～６時間が目安です。
体力度３ ： 標高差１０００ｍ位の登りが含まれます。
１日の行動時間６～８時間が目安です。

技術度３ ： 中級レベルⅠ
クサリ場、雪渓が含まれたコース。南・北アルプスの山小屋を
使う３０００ｍ級の夏山登山レベル。

体力度４ ： 標高差１０００ｍ以上の登りが含まれます。
１日の行動時間が８時間以上が目安

技術度４ ： 中級レベルⅡ
氷河歩行がありますが、難しい技術は必要ないので、アイゼン
歩行の経験があれば対応可能。ストックでも可。

体力度５ ： 標高差１０００ｍ以上の登りと下りが含まれます。
１日の行動時間が１２時間以上が目安です。

技術度５ ： 上級レベルⅠ
バランスが必要な場面でアイゼン・ピッケルを使用。２級程度
の岩登りも含まれ、残雪期の北アルプス程度の経験が必要。
技術度６ ： 上級レベルⅡ
３級程度の岩登りが含まれます。セカンドでロープを利用した
岩登りを経験しており、春先の剣岳や大キレットなどを安定し
て登山できる技術が必要。
技術度７ ： 上級レベルⅢ
４級程度の岩登りが含まれます。ピッケル、アイゼンでミックス
ルートや雪壁の登攀ができる技術が必要です。

Team Adventure Guides
近藤謙司

日本山岳ガイド協会認定国際山岳ガイド

山岸慎英 日本山岳ガイド協会認定国際山岳ガイド

チョモランマ冬季北壁最高地点到達など
の記録を持つ。チョーオユー峰では、世
界最高齢の女性をガイドし山頂に導く。
アルプスではマッターホルンなどの山岳
ガイドとして活躍。東宝映画「植村直巳物
語」で映画にも出演。

黒田 誠

日本山岳ガイド協会認定国際山岳ガイド

日本山岳ガイド協会認定国際山岳ガイド
ブロードピーク三山無酸素アルパインス
タイル縦走、チョー・オユー無酸素単独
登頂など。8000m峰を6座登頂、うち5座
は無 酸素 登頂。現 在は、毎 年、世 界の
高峰をガイドしている。立山ガイド協会
所属の国際山岳ガイド。

林 信之

日本山岳ガイド協会認定国際山岳ガイド
白馬・岩岳・林ペンションのオーナー。白馬
ローカルならではのルートに案内します。
温厚でやさしいガイド振りは老若男女問
わず人気抜群。北アルプス遭難対策協議
会救助隊員でもあり、地元でのネットワー
クは万全。

杉坂 勉

白馬に育ち、ヨーロッパアルプス・シャモ
ニクライミングを学んだ、新進気鋭の国際
山岳ガイド。ヨーロッパアルプスはもちろ
ん、近年はヒマラヤ、南米の高所登山も
案内。バックカントリーのガイドとしても活
動している。

今井 晋

基本に忠実なクライミングと、基礎を
すっ飛ばして応用から入ったスキーで
四季を通じてガイド活動を行っていま
す。講習会では、理系らしい理論的な
説明を心がけております。どちらかと
言えば、乾いた岩登りが得意です。

北村俊之

チームアドベンチャーガイズ

日本山岳ガイド協会認定国際山岳ガイド

滝本倫生

北海道小樽をベースに、山でのクライミン
グと山の中でのスキーが得意分野。
個人的には、あまり情報のないエリアや
オンサイトを好み、未だに山への憧れを
捨てきれず、海外遠征継続中。 モットー
は、「夢をもって山に登ろう！」

長岡健一

日本山岳ガイド協会認定国際山岳ガイド

日本山岳ガイド協会認定国際山岳ガイド

日本人の妻を持ち、現在、富山在住。オー
ストリアに生まれで、ドイツにて国際山岳ガ
イドの免許を取得。2006-2009年マムート・
アルパイン・スクールとＤＡＶサミット・クラブ
を中心にガイド活動を行う。2009年から日
本の山でもガイド活動を行っている。
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日本山岳ガイド協会認定国際山岳ガイド
15歳で植村直己の本を読み徒歩で茨木
から北海道まで1200kmを旅をする。19歳
の時、フランスにてクライミング三昧。その
後、2000年白馬村に移住。ブルークリフ白
馬ベースで山岳ガイド活動を開始。2015
年 IFMGA国際山岳ガイド資格取得。

佐々木大輔

山岳救助のプロで、多くの山岳会や国立
登山研修所で講師として安全管理を徹底
した技術の向上を目指し活動。20代より
登山を始め、谷川、穂高、劔岳等を中心
に、アイス、スキー、沢登り、高所など
オールランドに実践。

プライイング ノルベルト

日本山岳ガイド協会認定国際山岳ガイド
四季を問わずアルパインクライミングから
ＢＣまでマルチに活動。2014年より国際山
岳ガイドに認定され、ヨーロッパなど海外
でのガイドも可能になりました。マンツー
マンでのガイドを基本に、少人数でのきめ
細かいガイディングが持ち味です。

日本山岳ガイド協会認定国際山岳ガイド
幼少期より山と冒険の世界に憧れを持
ち、高校時代から登山とスキーの仕事を
始める。エクストリームスキー世界大会
でも活躍。マッキンリー滑降やグリーンラ
ンド遠征等、自身の冒険活動を続けなが
らも、国内外でガイド活動を行っている。

杉本水生

日本山岳ガイド協会認定山岳ガイド
ＢＣを中心に若手ガイドのリーダー的存
在。ヨーロッパアルプスに在住経験もある
国際派ガイド。気さくな人柄で、楽しいツ
アーへの演出が得意。スキーの腕前は一
級。冬はバックカントリーツアーのガイドを
中心に活動中。

■ ヨーロッパアルプス名峰登頂シリーズ 登山に関しての注意事項

＊お申し込み前に必ずお読み下さい。

ヨーロッパアルプス名峰登頂シリーズ

登山成立

このツアーは、参加者が必ず登頂できることをお約束するものではあり
ません。天候、ルート状況、参加者の技術・体力・体調等によって登頂で
きない場合もございます。予めご了承ください。

モンブラン、アイガー、ユングフラウ、モンテローザは山麓から山岳ガイド
と出発した時点、マッターホルンはヘルンリ山小屋を出発した時点で登
山が成立したとみなします。また、途中で下山した場合でも登山は終了
したものと見なされ、ガイド料の返金はございません。（確実に登山がで
きない場合は出発しません。）

山岳ガイド
国際山岳ガイド連盟（ＵＩＡＧＭ）公認現地山
岳ガイドがご案内します。登山中は英語で
のご案内になりますが、パッケージプラン
では事前の打合せを日本語アシスタントが
同行して行いますので、登山中は片言の
英語でのコミュニケーションで登山可能です。また、登山中に緊急な判
断が必要になった場合、携帯電話で連絡が取れる状況であれば、現地
連絡事務所スタッフが日本語でコミュニケーションのお手伝い致します。

日本人山岳ガイド
日本人ガイドの指定は、日程によっては追加代金をお支払い頂き、可能
な場合もございます。スタッフにご相談下さい。

モンブラン・ユングフラウ・モンテローザの山岳ガイド
モンブラン・ユングフラウ・モンテローザ登頂時はガイド１名に参加者２名
のパーティー編成となります。同行希望者がいる場合を除き、山岳ガイド
または日本語アシスタントが参加者の山行歴、年齢、体力度、体調など
に合わせてパーティーを決定します。必ずしもご希望のパーティー編成
にならない場合もあります。また、パーティーを編成した後、登山中にい
ずれか一方の参加者の登山技術、登高ペース等の事由により登山が無
理と判断された場合、パーティーの登山活動が中止される場合もあり、
必ずしもご自身の実力どおりの結果にならないこともあります。登山中止
の判断は山岳ガイドが行い、いかなる場合もこの判断には従って頂きま
す。予めご了承下さい。パーティー編成にご不安な方は、予め個人ガイ
ド手配をお勧めします。

登山予備日の規定に関して
「モンブラン」
パッケージプランのモンブラン登山は、予
備日を含め３日間の登山プランで、同じ山
岳ガイドを３日間拘束しております。天候
に恵まれ２日間で登山が終了した場合
は、３日目に日帰りで行ける登山にご案内いたします。（ガイド拘束料金
の範囲でご案内できる登山となります。ご希望の山、ルートによっては追
加代金が必要な場合がございます。）１日目に天候が悪く確実に登山が
できない場合は、出発を１日延期して２日目に出発します。この場合の１
日目は可能であればシャモニ周辺のゲレンデなどでトレーニング等が可
能です。また、１日目に山小屋へ入り２日目に天候が悪かった場合は、２
日目は山小屋に停滞し、３日目に登山します。（２泊目の山小屋宿泊代
は、ツアー代金に含まれませんので、現地にて直接お支払い下さい。）

「マッターホルン、モンテローザ、アイガー、ユングフラウ」
パッケージプランのマッターホルン、アイガー、ユングフラウでは、登山予
定日の２日間のみガイドを拘束しております。予定日に悪天候等で登山
が実施できない場合は、翌日以降に登山を移行します。しかしながら、
ガイドを拘束しておりませんので延長できないこともありますが、翌日に
移行する場合は、新規にガイドを予約する場合と違い、最優先でガイド
手配を行うため、過去の事例で移行できなかったことはございません。
また、移行した場合、事前に予定していたガイドと違うガイドになる場合
もございますので予めご了承下さい。
また、別料金でモンブランのように山岳ガイドを３日間拘束することも可
能です。この場合は、モンブランと同一の予備日規定となります。
予備日に登山をする場合は、当初予定していた山小屋が変更に
なる場合がございます。予めご了承下さい。

現地滞在期間中に当初予定の山に登れない場合
マッターホルン、アイガーなど岩稜ルートが
中心の登山で、ルート上に積雪が多く、数
日待っても登れないことが確実な場合は、
代替登山にご案内します。可能な限り同じ
グレードの山にご案内しますが、必ずしも
ご希望の山にならない場合もございます。
また、代替登山に変更になった場合で、ガ
イド料に差額が生じる時は、帰国後にガイド料を精算させて頂きます。代
替登山を含め、ご希望の山に登れないために参加者の意思で登山に参
加されない場合は、代替登山が実施できる状況であれば、ガイド料等の
返金はございませんので、予めご了承下さい。

全く登山活動ができなかった場合
天候やルートの状況が悪く、代替登山も含め全く登山活動ができなかっ
た場合は、登山ガイドの拘束料を差し引いた山岳ガイド費用を帰国後に
ご返金させて頂きます。

登山中止の判断
ヨーロッパアルプス名峰登頂シリーズでは、必ず参加者が山頂まで到達
できることをお約束するものではございません。以下の事由によって登
山が途中で中止される場合がございます。
＊悪天候で安全に登山が出来ない場合。
＊積雪等ルートの状況が悪く安全に登山が出来ない場合。
＊交通機関、山小屋などの宿泊施設利用に支障がある場合。
＊参加者の体調が不十分で登山が続行できる状態にない場合。
＊登高ペースが遅く安全に頂上するために時間的余裕が無い場合。
＊参加者の登山技術が、安全に登山するには不十分な場合。
＊お客様の装備に支障があった場合。（最終案内書の装備表をご参
考下さい。また普段使い慣れたもので、目的の登山に適した装備
をご用意下さい。一部の装備は現地にてレンタルも可能です。）
いかなる理由においても登山中止の判断は山岳ガイド、または弊社ス
タッフが決定し、この決定には必ず従って頂きます。また、同じツアー内
でもパーティによって行動内容、結果が違ってくることがございます。予
めご了承の上、お申込み下さい。また、登山が途中で中止になった場合
でも旅行代金の変更、返金はございません。なお、登山中止のケース
で、登山が初めから全く実施されなかった
場合に限り、ガイド代金（交通費、山小屋
宿泊代金、ガイド料）を規定のガイド拘束
費、手数料を差し引いてツアー終了後、日
本国内にてご返金させて頂きます。

緊急時の対策
緊急時には、山岳ガイド、レスキュー隊、ガイド組合、山小屋等と弊社現
地オフィスのスタッフがサポート致します。また、速やかな対応でヘリコプ
ターを出動させる態勢も確立されております。

海外旅行傷害保険
アルプス登頂ツアー参加のお客様には、山岳登攀割増の付いた海外旅
行傷害保険にご加入頂くことを参加の条件とさせて頂きます。また、ご自
身で同種の保険にご加入されている場合も参加可能です。

－５－

ヨーロッパアルプス名峰登頂ツアーのご案内
東京以外の出発地
ツアーは東京発着です。大阪、名古屋、福岡など地方発着がご希望の
場合は、別途、国内線等の手配が必要になりますが、多くの場合、割
引運賃が適用になります。お申し出がない場合は東京発着のご参加
となります。また、東京での前泊・後泊のホテル手配も承ります。

ビジネスクラス・ファーストクラスの手配
追加料金でビジネスクラスのご利用が可能です。お申込の際にお問
い合わせ下さい。なお、お申込頂いてからの手配になり、お席を確保
できない場合は、エコノミークラスでの出発となります。

ツアーの延長に関して
パッケージプランでは、ツアーの延長が可能です。ツアー終了後、現
地滞在を延長したり、延長時に別の登山をすること、また、ツアー出
発日より事前に現地に入ることも可能です。ご希望にあわせた追加
手配をさせて頂きます。なお、出発日、帰国日によっては、航空運賃
に差額が生じる場合がございますので、予めご了承ください。

帰国便延長可能な航空便の手配
予備日を含めた登山予定日に登山ができず、再度アタックのチャン
スが作れるように、追加料金で帰国便の変更可能な航空便を手配
することも可能です。この場合、グループと異なる航空会社での手配
になる場合もあります。現地で滞在を延ばす場合は、その時点での
手配開始となり、同じホテルの延長、山岳ガイド手配、航空便をご希
望日に手配できない場合もございます。予めご了承下さい。

一人部屋・相部屋について
ホテルの宿泊は２名１部屋が原則です。１名や奇数名でご参加の場
合は一人部屋か男女別相部屋の利用になります。一人部屋利用の

＊お申し込み前に必ずお読み下さい。

場合は別途、一人部屋追加料金が必要です。相部屋の場合は追加
料金は必要有りません。また、相部屋希望の場合、３人部屋になる場
合がございますが旅行代金等の返金はございませんので、予めご了
承下さい。また、山小屋は男女一緒の相部屋になります。

登山をしない同行者に関して
登山をされない同行者プランも手配可能です。登山前のハイキング
は同行して、登山時は山麓のホテルや山小屋で登山者を待つ形で
アレンジできます。

利用予定航空会社
【日・ヨーロッパ系】 スイスインターナショナル、ルフトハンザ、ＫＬＭ
オランダ、オーストリア、エールフランス、英国航空、スカンジナビ
ア、フィンエアー、アリタリア、日本航空、全日空
【アジア系】 エミレーツ、エティハド、カタール、トルコ、タイ

利用予定ホテル （同等クラス）
【シャモニ】 グスタビア、アルピナ、プリオレ、バレーブランシュ、グ
ルメイタリ、クロアブランシュ、エグロン、ポアントイザベル、モルガ
ン、メルキュール、パーク、シャレー・ボア
【グリンデルワルト】 アルピナ、アルペンブリック、ベルナーホフ、
ダービー、パーク、アルテポスト、フィッシャーブリック、グリンデル
ワルトブリック、セントラルボルター、アルペンホフ、ヒルシェン、
シュタインボック、レジデンス、
【ツェルマット】 アルペンリゾート、アルカ、シティ、ダービー、マッ
ターホルンブリック、クリスチャニア、アラリン、ゴルナーグラート、
アルプフーベル、ユーレン、プリマベーラ、ホリディ、ドーム、
エリート、アルテミス、カリーナ

■ お問合せから出発まで

空港税・航空保険料・燃油付加運賃について

１．資料請求
パンフレットをご請求下さい。
ご質問がございましたら、お気軽にご連絡下さい。体力度、技術度
装備、事前準備など、ご不安な点はなんでもご相談下さい。

２．申込手続
電話、メール等でお申込下さい。手続書類をお送り致します。申込
書、必要書類、申込金のご送付、お振込みをお願い致します。

３．渡航手続
パスポートの有効期限の確認、ビザの取得、予防接種など。

３．装備チェック
装備に関して、ご不明な点がございましたらお問い合わせ下さい。
購入のお手伝いも致します。

４．旅行代金のお支払い
旅行代金、燃油付加運賃などの諸費用、海外旅行傷害保険料な
どを合算した金額から、お申込金を差し引いたご請求書をお送り
致します。期限までにお振込み下さい。

このパンフレットに提示されている旅行代金には、航空会社より請求される、空
港税、航空保険料、燃油付加運賃（燃油サーチャージ）が含まれておりません。
また、各コースに明示しております燃油付加運賃は、パンフレット作成時点での
目安です。これらの諸費用は、航空券を発券する際に、その時点の為替レート、
燃料費用に合せ計算されたものが、航空会社より請求されます。弊社では、出発
１ヶ月前を目処にお送りする、残金のご請求書で、上記諸費用をご請求させて頂
きますので、予めご了承下さい。

ご旅行条件 （要旨）

＊ご契約の際は、必ず旅行条件書（全文）をお受け取り
頂き、事前に内容をご確認の上、お申し込み下さい。

■募集型企画旅行契約：この旅行は（株）アドベンチャーガイズ(以下｢当社｣)が企画・実施す
る旅行であり､お客様は当社と募集型企画旅行契約(以下｢旅行契約｣という)を締結すること
になります｡また､旅行条件は､別途お渡しする旅行条件書(全文)､出発前にお渡しする最終
案内書と称する確定書面及び当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部によります。
■旅行のお申込み及び契約成立時期：所定の申込書に所定の事項を記入し､下記の申込金
を添えてお申込み下さい。電話､郵便ファクシミリその他の通信手段でお申込みの場合､当
社が予約の承諾の旨を通知した翌日から起算して３日以内に申込書の提出と申込金の支
払いをして頂きます｡旅行契約は､当社が契約の締結を承諾し､申込金を受領したときに成
立いたします。
■申込金 旅行代金が３０万円以上
５万円
■旅行代金のお支払い：旅行代金は旅行開始日の前日から起算して２１日目にあたる日より
前に(お申込みが間際の場合は当社が指定する期日まで)お支払い下さい｡
■旅行条件･旅行代金の基準：この旅行条件は２０１７年２月１日を基準としています｡又､こ
の旅行代金は２０１７年２月１日現在の有効なものとして公示されている運賃･規則､または､
２０１７年２月１日現在認可申請中の航空運賃･適用規則を基準として算出しています。
総合旅行業務取扱管理者とは、お客様の旅行を取扱う営業所での取引に関する責任者
です。この旅行契約に際し担当者からの説明に不明な点があれば、ご遠慮なく下記に示
す旅行業務取扱管理者にお尋ね下さい。 総合旅行業務取扱管理者 古谷聡紀

５．出発準備
最終案内書（集合案内、日程表、連絡リスト、装備リスト、資料）を
お送りします。体調を整えて頂くと共に、必要装備をご準備下さい。

■取消料：旅行契約成立後､お客様の都合で契約を解除されるときは､下表の取消料を申し
受けます。
契

約

解

除

日

旅行開始日の前日から
起算してさかのぼって

６．出発
最終案内書でご案内した時間、場所にお集合下さい。パスポートを
忘れずにお持ちください。
ツアー中は、ツアーリーダー、現地スタッフが、皆様に目的を達成
頂けるよう、精一杯サポートさせて頂きます。

－６－

取

消

料

４０日～３１日目（ピーク時のみ）
３０日～ ３日目

旅行代金の１０％
旅行代金の２０％

旅行開始前前日～当日

旅行代金の５０％

無連絡不参加、旅行開始後の解除

旅行代金の１００％

ピーク時とは12月20日から1月7日まで、4月27日から5月6日まで、及び7月20日から
8月31日までをいいます。

ヨーロッパアルプス概念図
✈

✈

■参 考 装 備 表

主なものを記載しております。正式には最終案内書の装備表をご確認下さい。

雪稜タイプ ： モンブラン、ユングフラウ、メンヒ、モンテローザ

岩稜タイプ ： マッターホルン、アイガ－

－７－

モンブラン ( ４,８１0 m )

ヨーロッパアルプス最高峰

ヨーロッパアルプス最高峰モンブランは、「アルプ
スの女王」と呼ばれ、氷河を抱く姿があまりにも雄
大で印象的です。１７８６年にバルマとパッカール
が初登頂したことにより、それまで悪魔が住むと考
えられていたアルプスの山々に、アルピニズムの
考え方が発祥し、それ以来多くの登山者がアルプ
スを訪れるようになりました。
グーテ小屋までの簡単な岩稜部分と上部の広大
な氷河の雪稜登攀が楽しめ、技術的にもあまり難
しくなく、アルプス有数の人気の山です。
「ルート案内 （グーテルート）」

「標高差/歩行時間」

＊登山開始地点：シャモニ

ＡＧのモンブラン登山ではグーテルートを採用します。このルートは３つのセ

バレーブランシュ氷河

ガイド比率 1 対 ５

クションに分かれます。ファーストセクションの、登山鉄道駅のニーデーグル
からテートルース小屋まで はハイキングルート。セカンドセクションのテート
ルースからグーテ小屋までは、２級程度の岩稜ルート。
技術的には難しくはありませんが約８００ｍの標高差と高度感があるの岩に

エルブロンネル/トリノ小屋周辺

モンブラン

登り / 下り４００ｍ

４時間

ガイド比率 1対２

慣れている必要があります。最後のセクションは、グーテ小屋から山頂まで

ニーデーグル ⇒ テートルース小屋

登り

８００ｍ

２時間

は広大な雪の斜面の登攀。なお、頂上付近は雪稜のリッジになっていて行

テートルース小屋 ⇒ グーテ小屋

登り

６５０ｍ

３時間

き違いに時間が掛かる場合があります。

グーテ小屋 ⇒ ヴァロ避難小屋

登り

６００ｍ

４時間

ヴァロ小屋 ⇒ モンブラン山頂

登り

４５０ｍ

２時間

モンブラン山頂 ⇒ グーテ小屋

下り １０５０ｍ

３時間

また、２級レベルの岩稜がでてくるので、岩登りの経験と高度感に慣れてい

グーテ小屋 ⇒ テートルース小屋

下り

６５０ｍ

１時間半

ること。また、体力的には、夏の富士山を５合目から５時間程度で余裕を

テートルース小屋 ⇒ ニーデールグル

下り

８００ｍ

１時間半

「技術度・体力度」

技術度５

体力度５

斜度が緩い雪稜をアイゼンを使いながら長時間歩ける技術が必要。

持って登れる体力が必要です。

－８－

ＡＧのモンブランはここが違います！！
ポイント １

日本山岳ガイド協会認定の「日本人国際山岳ガイド」が同行します。

各出発日に日本人国際山岳ガイドが１名以上同行します。空港到着から、体調を整えるハイキング、高所順応の氷河トレッキング、
モンブラン登山、そして帰国時の空港までトータルにサポートします。
モンブラン登山は、ガイド１名に対し参加者２名までガイドできます。このため、ツアー参加者がいくつかのパーティーに分かれ、日本人ガ
イドと現地ガイドが、それぞれのパーティーをガイドします。
＝例＝

ツアー参加者５名で日本人ガイドが１名の場合 ： 以下の３パーティーに分かれ登山します。
①日本人ガイド：参加者２名
②現地ガイド：参加者２名
③現地ガイド：参加者１名

＊パーティー編成は、山岳ガイドと現地事務所が決定します。参加者がガイドを選ぶことはできません。
＊日本出発前に日本人ガイド指名料をお支払い頂き、日本人ガイドを希望することができます。（先着順）
（日本人ガイドの人数によって、手配できない場合もございます。この場合は指名料を返金させて頂きます。）
なお、現地ガイドのパーティーになった場合でも、山小屋滞在時などは、日本人ガイドが現地ガイドとのコミュニケーションもサポート
します。また、アタック中は、可能な限り各パーティーが同一行動をとるようにして、登山中もサポートできるように努力します。
参加者の技術、体力、ルート状況などで、パーティーが離れてしまっても、携帯電話などを使って可能な限りサポートします。
＊天候、ルート、現地状況などの予期せぬ事由で、日本人国際山岳ガイドが同行できない場合は、日本人アシスタントが山小屋まで同行して、
現地ガイドとのコミュニケーションのサポートをします。この場合でも、旅行代金等の変更はありませんので、予めご了承ください。

日本人山岳ガイドとのパーティーを指定する場合は、別途、日本人山岳ガイド指名料が必要になります。詳しくは、お問い合わせ下さい。

ポイント ２

「テートルース小屋」 と 「グーテ小屋」 の山小屋に２連泊します。

通常のモンブラン登山は、グーテ小屋に宿泊する１泊２日の行程です。ＡＧではグーテ小屋に宿泊する前日にテートルース小屋に
宿泊して、グーテ小屋と併せて２泊３日の行程で登るプランにしました。
☆「テートルース小屋」と「グーテ小屋」の山小屋に２連泊することで、３つのパターンで登頂チャンスが広がります。
パターン１
パターン２
パターン３

①：シャモニ→テートルース
①：シャモニ→テートルース
①：シャモニ→テートルース

②：テートルース→グーテ→山頂→グーテ ③：グーテ→テートルース→シャモニ
②：テートルース→グーテ
③：グーテ→山頂→グーテ→テートルース→シャモニ
②：テートルース ③：テートルース→グーテ→山頂→グーテ→テートルース→シャモニ

☆近年、地球温暖化の影響で、モンブランの難所、大クールワールの落石が多くなっています。テートルースに泊まることによって、
早朝の落石が少ない時間帯に大クールワールを通過できるメリットがでてきます。

－９－

Ａ

パッケージツアー

日本人山岳ガイド同行プラン

モンブラン登頂 ９日間

モンブラン登頂１０日間

◆◆◆日・欧系航空会社プラン◆◆◆

◆◆◆アジア系航空会社◆◆◆

６/３０（土）発
７/０７（土）発
７/１４（土）発
７/２１（土）発

￥５８４,０００．
￥５９９,０００．
￥６４３,０００．
￥６４３,０００．

７/２８（土）発
８/０４（土）発
８/１１（土）発
８/１８（土）発

￥６４３,０００．
￥６８８,０００．
￥６８８,０００．
￥６２７,０００．

６/２９（金）発
７/０６（金）発
７/１３（金）発
７/２０（金）発

￥５１９,０００．
￥５３１,０００．
￥５９１,０００．
￥５９１,０００．

７/２７（金）発
８/０３（金）発
８/１０（金）発
８/１７（金）発

￥５９１,０００．
￥６４９,０００．
￥６４９,０００．
￥５８１,０００．

＊燃油サーチャージの目安 ￥１４，０００ （２０１８年２月現在）

＊燃油サーチャージの目安 ￥２１，０００ （２０１８年２月現在）

●出発地：東京発
●最少催行人員：４人
●食事：朝-７ 昼-０ 夕-１ ●現地係員がご案内します
●一人部屋追加代金：￥４９，０００．
●個人ガイド追加代金：￥９０，０００．

●出発地：東京発
●最少催行人員：４人
●食事：朝-７ 昼-０ 夕-１ ●現地係員がご案内します
●一人部屋追加代金：￥４９，０００．
●個人ガイド追加代金：￥９０，０００．
＊テートルース・グーテ小屋宿泊が他の山小屋に変更になる場合がございます。

＊テートルース・グーテ小屋宿泊が他の山小屋に変更になる場合がございます。

バレーブランシュ氷河
トレッキング。
高所順応を 兼ねて、雄大
な氷河歩きを楽しみます。

テートルース小屋をスター
トして、大トラバースへ。落
下物があるので、スムーズ
に、スピィーディーに通過し
ます。

グーテ小屋までの登り。
２級程度の岩登りです。
ホールドはしっかりとして
いるので技術的には難しく
ありませんが、高度感があ
ります。

ヴァロ小屋より山頂を望み
ま す。こ こ か ら、ボ ス 山 稜
を登ります。
大ボス、小ボスを越えると
いよいよ山頂へ。

モンブラン山頂。
アルプスの３６０°のパノ
ラマが広がります。
マッターホルンも遠望でき
ます。

※ ジュネーブ空港が、チューリッヒ、ミラノ等の他の空港に変更になる場合がございます。
※ 現地では、日・ヨーロッパ系とアジア系が合流して、同一ツアーとして行動します。

－１０－

マッターホルン ( ４,４７８ m )

アルプスのピラミッド

スイス南部、イタリアとの国境に位置するマッターホル
ンは、ピラミッドのような山容で、ヨーロッパアルプスで
最も印象的な山として人気が高い山。いつかはその山
頂に立つことが世界中の登山家の夢です。
一般ルートはスイス・ツェルマットからのヘルンリ稜。
ルートの全般は岩稜ルートで、豪快な岩登りが楽しめ
マッターホルン
ます。
ワンピッチずつは、あまり難しくありませんが、標高差１
２００ｍを越えるスケールの大きな岩登りとなり、難しい
技術より、ペース配分や力を掛けすぎず長時間を続け
るバランス感覚が必要となります。

「技術度・体力度」

技術度６

「標高差/歩行時間」

体力度５

ワンピッチの難しさはさほどではありませんが標高差１２００ｍで岩登りを続
ける体力が必要です。アルプスのスケール感に慣れることが重要です。
３級レベルの岩場を力を掛けずに余裕を持って長時間続けて登る練習をして
下さい。
また、上部には雪田があるため、斜度のある岩と雪のミックス斜面をアイゼ
ン・ピッケルを使い、安定感を持って登る技術も必要です。体力的には、夏の
富士山を５合目から５時間以内で余裕を持って登れる基礎体力が目安です。

「ルート案内」

＊登山開始地点：ヘルンリ小屋

ヘルンリ小屋までは一般のハイキングルート。ここから登攀が始まります。
尾根を中心にところどころ東壁に回り込みながら登ります。登攀レベルは３級
程度の岩登りが中心ですがで、一部４級レベルの個所がありますが固定ザ
イルが設置され、それを頼りに登れますので技術的には、３級レベルと同等
です。ソルベイ小屋が、時間的にはちょうど中間点です。その上部には、雪田
があります。状況によって、アイゼンが必要な場合もあります。

ブライトホルン

ガイド比率 １対２

クラインマッターホルン ⇒ ハーフトラバース⇒ ブライトホルン山頂
登り ３５０ｍ ４時間
ブライトホルン山頂 ⇒ クラインマッターホルン 下り ３５０ｍ １時間半

マッターホルン

ガイド比率 １対１

シュバルツゼー ⇒ ヘルンリ小屋

登り ６６０ｍ ２時間

ヘルンリ小屋 ⇒ ソルベイ小屋

登り ７４０ｍ ３時間

ソルベイ避難小屋 ⇒ マッターホルン山頂

登り ４８０ｍ ３時間

マッターホルン山頂 ⇒ ヘルンリ小屋

下り１２２０ｍ ４時間

ヘルンリ山頂 ⇒ シュバルツゼー

下り ６６０ｍ ２時間

－１１－

ＡＧのマッターホルンはここが違います！！
ポイント １

日本山岳ガイド協会認定の「日本人国際山岳ガイド」が同行します。

各出発日に日本人国際山岳ガイドが１名以上同行します。空港到着から、体調を整えるハイキング、ブライトホルントラバースのテスト山行
マッターホルン登山、そして帰国時の空港までトータルにサポートします。
マッターホルン登山は、ガイド１名に対し参加者１名までガイドできます。このため、ツアー参加者がいくつかのパーティーに分かれ、日本人
ガイドと現地ガイドが、それぞれのパーティーをガイドします。
＝例＝

ツアー参加者４名で日本人ガイドが１名の場合 ： 以下の４パーティーに分かれ登山します。
①日本人ガイド：参加者１名
②現地ガイド：参加者１名
③現地ガイド：参加者１名
④現地ガイド：参加者１名

＊パーティー編成は、山岳ガイドと現地事務所が決定します。参加者がガイドを選ぶことはできません。
＊日本出発前に日本人ガイド指名料をお支払い頂き、日本人ガイドを希望することができます。（先着順）
（日本人ガイドの人数によって、手配できない場合もございます。この場合は指名料を返金させて頂きます。）
なお、現地ガイドのパーティーになった場合でも、山小屋滞在時などは、日本人ガイドが現地ガイドとのコミュニケーションもサポート
します。また、アタック中は、可能な限り各パーティーが同一行動をとるようにして、登山中もサポートできるように努力します。
参加者の技術、体力、ルート状況などで、パーティーが離れてしまっても、携帯電話などを使って可能な限りサポートします。
＊天候、ルート、現地状況などの予期せぬ事由で、日本人国際山岳ガイドが同行できない場合は、日本人アシスタントが山小屋まで同行して
現地ガイドとのコミュニケーションのサポートをします。この場合でも、旅行代金等の変更はありませんので、予めご了承ください。

日本人山岳ガイドとのパーティーを指定する場合は、別途、日本人山岳ガイド指名料が必要になります。詳しくは、お問い合わせ下さい。

ポイント ２

登山予備日のガイド手配が選べます。「スライド」 「２日間ガイド拘束」

通常のマッターホルン登山は、前日の夕刻にヘルンリ小屋でガイドと合流して翌日に登山をします。万一、予定日に天候が悪い場合は
ヘルンリ小屋に入る日を翌日にずらし、予備日に登山をします。この場合は、ガイド協会が、空いているガイドを探しガイド手配を行いま
すが、その時の状況に合わせた調整となりますので、確実に予備日にガイドが手配できるお約束はできませんが、過去に手配できな
かった前例がありませんので、無駄な経費を省くために、基本的には予備日にガイドを拘束しない形でツアーを設定しております。
しかしながら、確実にガイドを確保するために、予め予備日にもガイドを拘束することも可能です。
この場合は、予定日と予備日に同じガイドを手配しますので、色々なパターンに対応が可能です。
＝例＝ 「スライド」
① 予定通りマッターホルンに登れた場合 ： 予備日はフリータイムになります。
② ヘルンリ小屋入りが１日遅れた場合 ：ヘルンリ小屋に入る予定だった日はフリータイムになります。
「２日間拘束」 ① 予定通りマッターホルンに登れた場合：予備日に日帰りの登山にご案内することができます。
② ヘルンリ小屋入りが１日遅れた場合：ヘルンリ小屋に入る予定だった日に岩登りのトレーニングなども可能。
２日間ガイド拘束の場合は、別途、「予備日のガイド拘束料」がかかります。

－１２－

Ａ

パッケージツアー

現地日本語スタッフ同行プラン

マッターホルン登頂 ９日間

マッタ－ホルン登頂 10日間

◆◆◆日・欧系航空会社プラン◆◆◆

◆◆◆アジア系航空会社◆◆◆

７/０７（土）発
７/１４（土）発
７/２１（土）発
７/２８（土）発

￥７０９,０００． ８/０４（土）発 ￥７９７,０００．
￥７５３,０００． ８/１１（土）発 ￥７９７,０００．
￥７５３,０００． ８/１８（土）発 ￥７２８,０００．
￥７５３,０００．

７/０６（金）発
７/１３（金）発
７/２０（金）発
７/２７（金）発

＊燃油サーチャージの目安 ￥２１，０００ （２０１８年２月現在）

￥６４８,０００． ８/０３（金）発 ￥７６６,０００．
￥７０８,０００． ８/１０（金）発 ￥７６６,０００．
￥７０８,０００． ８/１７（金）発 ￥６９４,０００．
￥７０８,０００．

＊燃油サーチャージの目安 ￥１４，０００ （２０１８年２月現在）

●出発地：東京発
●最少催行人員：４人 ●食事：朝-７ 昼-０ 夕-１
●現地係員がご案内します
●一人部屋追加代金：￥４９，０００．
●登山予備日ガイド拘束追加代金：￥６５，０００．

●出発地：東京発
●最少催行人員：４人
●食事：朝-７ 昼-０ 夕-１
●現地係員がご案内します
●一人部屋追加代金：￥４９，０００．
●登山予備日ガイド拘束追加代金：￥６５，０００．

ヘルンリ小屋から見た
ヘルンリ稜線。
朝焼けで山頂が輝い
ています。

眼下にツェルマットの
町を見下ろしながら、
第２ツルムを通過しま
す。

ソルベイ小屋の直下
の登り。
前 半の難 所モズレ イ
スラブの取付です。
慎重に登ります。

ソルベイ避難小屋
緊張感から解放され、
しばしの休憩です。

マッターホルン山頂の
十 字 架。イ タ リ ア 側
ピークにあります。
状況が許せば往復し
ます。

※ ジュネーブ空港が、チューリッヒ、ミラノ等の他の空港に変更になる場合がございます。
※ 現地では、日・ヨーロッパ系とアジア系が合流して、同一ツアーとして行動します。

－１３－

モンブラン とマッターホルン登頂
モンブランとマッターホルンの２山にチャレンジします。まずは技術的に登りやすい雪稜中心のモンブランから。
モンブランンは標高が高いために、マッターホルンの高所順応としても最適です。ツェルマットに移動してから
マッターホルンにチャレンジ。雪稜、岩稜とタイプの違ったアルプスの代名詞の２山で登攀を満喫して下さい。

Ａ パッケージプラン

現地日本語スタッフ同行プラン

モンブランとマッターホルン登頂 １３日間
◆◆◆日・欧系航空会社プラン◆◆◆
６/３０（土）発
７/０７（土）発
７/１４（土）発
７/２１（土）発

￥９５８,０００． ７/２８（土）発 ￥９９８,０００．
￥９５８,０００． ８/０４（土）発 ￥１,０４２,０００．
￥９９８,０００． ８/１１（土）発 ￥１,０４２,０００．
￥９９８,０００．

＊燃油サーチャージの目安 ￥２１，０００ （２０１８年２月現在）
●出発地：東京発
●最少催行人員：４人
●食事：朝-１０ 昼-０ 夕-２
●現地係員がご案内します
●一人部屋追加代金：￥７７，０００．
●モンブラン個人ガイド追加代金：￥９０，０００．
●マッターホルン登山予備日ガイド拘束追加代金：￥６５，０００．
＊テートルース・グーテ小屋宿泊が他の山小屋に変更になる場合がございます。

モンブランとマッターホルン登頂 １４日間
◆◆◆アジア系航空会社◆◆◆
６/２９（金）発
７/０６（金）発
７/１３（金）発
７/２０（金）発

￥８９８,０００． ７/２７（金）発 ￥９５６,０００．
￥８９８,０００． ８/０３（金）発 ￥９９７,０００．
￥９５６,０００． ８/１０（金）発 ￥９９７,０００．
￥９５６,０００．

＊燃油サーチャージの目安 ￥１４，０００ （２０１８年２月現在）
●出発地：東京発
●最少催行人員：４人 ●食事：朝-１０ 昼-０ 夕-２
●現地係員がご案内します
●一人部屋追加代金：￥６２，０００．
●モンブラン個人ガイド追加代金：￥８５，０００．
●マッターホルン登山予備日ガイド拘束追加代金：￥６０，０００．
＊テートルース・グーテ小屋宿泊が他の山小屋に変更になる場合がございます。

グーテ小屋への登り

ヘルンリ小屋を眼下に望む

深夜にグーテ小屋を出発

上部雪田を通過

モンブラン頂上直下

マッターホルン山頂の十字架

※ジュネーブがチューリッヒ、ミラノ等の他の空港に変更になる場合がございます。
※現地では日・ヨーロッパ系とアジア系が合流して、同一ツアーとして行動します。

－１４－

メンヒ(４,１０７m)とユングフラウ（４,１５８ｍ）

ベルナーアルプスの名峰に登る

スイス中央に位置するベルナーオーバーランド３山、アイガー、ユングフラウ、メンヒ。それぞれが特徴的に並
んだ姿はアルプスの代名詞。このうち雪稜が中心のメンヒとユングフラウにチャレンジ。技術的には４０００ｍ峰
の中では登りやすく、標高３４５０ｍまで登山鉄道を使えるので、アルプス登山が初めての方にお勧めです。

技術度・体力度

技術度５

体力度４

２級レベルの岩登りができ、斜度が緩い雪稜を
アイゼンを使いながら長時間歩ける技術が必要
です。体力的には、夏の富士山を５合目から５時
間程度で余裕を持って登る体力が目安です。

ルート案内 ＊登山開始地点：グリンデルワルト
メンヒは基本的に雪稜の登攀です。一部岩稜も
ありますが、短く難易度は高くありません。頂上
直下のリッジは雪が固い場合があるので慎重に
登ります。ユングフラウも雪稜中心の登攀です。
時期によっては岩稜帯を登る場合がありますが
２級レベルの登攀なので難易度は高くありませ
ん。ロートタールザッテルを越え、頂上直下の登
りは斜度が出てきますので慎重に行動します。
下山は一旦アレッチ氷河まで下降します。それか
ら、登山電車の駅になるユングフラウヨッホまで
登り返します。下山時刻が遅くなると雪が緩み、
膝まで沈み込む、きついラッセルの登りになるの
で早出、早帰りでスムーズな行動と時間の節約
を心がけて下さい。

メンヒ

ガイド比率 1対２

ユングフラウヨッホ⇒ メンヒヨッホ
登り ２００ｍ １時間
メンヒヨッホ ⇒ メンヒ山頂 登り ４５０ｍ ２時間半
メンヒ山頂 ⇒ メンヒヨッホ 下り ６００ｍ １時間半

ユングフラウ

ガイド比率 1対２

ユングフラウヨッホ ⇒ ロートタールザッテル
登り ４００ｍ / 下り ２００ｍ ３時間
ロートタールザッテル ⇒ ユングフラウ山頂
登り ６００ｍ ２時間
ユングフラウ山頂 ⇒ ユングフラウヨッホ
登り ２００ｍ / 下り １０００ｍ ３時間

－１５－

Ａ

パッケージツアー

現地日本語スタッフ同行プラン

メンヒとユングフラウ登頂 ８日間

メンヒとユングフラウ登頂 ９日間

◆◆◆日・欧系航空会社プラン◆◆◆

◆◆◆アジア系航空会社◆◆◆

６/２３（土）発
６/３０（土）発
７/０７（土）発
７/２１（土）発

￥５７８,０００．
￥６００,０００．
￥６２０,０００．
￥６６３,０００．

８/０４（土）発
８/１８（土）発
９/０１（土）発
９/１５（土）発

６/２２（金）発
６/２９（金）発
７/０６（金）発
７/２０（金）発

￥７０８,０００．
￥６３１,０００．
￥５９０,０００．
￥６６３,０００．

￥５３５,０００．
￥５４４,０００．
￥５５８,０００．
￥６１８,０００．

８/０３（金）発
８/１７（金）発
８/３１（金）発
９/１４（金）発

￥６７６,０００．
￥５９６,０００．
￥５９６,０００．
￥６４５,０００．

＊燃油サーチャージの目安 ￥１４，０００ （２０１８年２月現在）

＊燃油サーチャージの目安 ￥２１，０００ （２０１８年２月現在）

●出発地：東京発
●最少催行人員：４人
●食事：朝-６ 昼-０ 夕-１
●現地係員がご案内します
●一人部屋追加代金：￥４２，０００．
●個人ガイド追加代金：￥９０，０００．（メンヒ、ユングフラウ）
●登山予備日ガイド拘束追加代金：￥６５，０００．

●出発地：東京発
●最少催行人員：４人
●食事：朝-６ 昼-０ 夕-１
●現地係員がご案内します
●一人部屋追加代金：￥４２，０００．
●個人ガイド追加代金：￥９０，０００．（メンヒ、ユングフラウ）
●登山予備日ガイド拘束追加代金：￥６５，０００．

メンヒ
下部の岩稜帯
技術的には２級レベ
ルで難易度は高くあ
り ま せ ん が、雪 が
載っている こともあ
るので慎重に。

メンヒ
岩稜帯の上部
技術的に は２級 レ
ベルで難易度は高
くありませんが、高
度感があります。

メンヒ
頂上直下のリッジ
最後のリッジはほ
ぼ平行移動です
が、高度感があると
ともに、凍っておりこ
とも あ りま す。慎 重
に歩きます。

ユウグフラウ
ルート全容
アレッチ氷河を横
断してロートタール
ザッテルへ。そこか
らは岩稜に雪が
載っているミックス
斜面を歩きます。

ユウングフラウ
ロートタールザッテ
ルへの登り
斜度のあまりない
広大 な雪 の斜 面を
登ります。
※ 現地では、日・ヨーロッパ系とアジア系が合流して、同一ツアーとして行動します。

－１６－

アイガー ( ３,９７０ m )

アルプスクライマーの憧れ

槙有恒が初登頂したことで日本でも知名度が高くなったアイガー・ミッテルレギ稜（東山稜）。長大な稜線で豪快
な岩登りが楽しめます。アイガーは、ミッテルレギ稜から南西稜への縦走型の登山なので、途中で引き返すこと
ができないため、グレードが高くなり総合的な登攀技術と体力が必要です。

「技術度・体力度」

技術度７

体力度５

４級レベルの岩場を力を掛けずに余裕を持って
長時間続けて登れること。また、斜度のある岩と
雪のミックス斜面をアイゼン・ピッケルを使い、安
定感を持って登れる技術が必要。体力的には、
夏の富士山を５合目から５時間以内に余裕を
持って登る基礎体力が必要です。

「ルート案内」 ＊登山開始地点：グリンデルワルト
ユングフラウ鉄道・アイスメール駅のトンネルよ
り登山開始。氷河上をミッテルレギ稜線のミッテ
ルレギ小屋まで登ります。小屋直下は斜度があ
り、足場が悪い場合もあるので注意が必要で
す。ミッテルレギ小屋からは岩稜登攀で３級を中
心に一部４級レベルの登攀が続きます。アップ
ダウンが多く長い行程になる上、高度感のある
リッジ上の行動が多いので充分な経験が必要で
す。また、ルート全般は縦走形式の登攀となり、
途中で引き返すことが難しいため、長時間岩場
で行動できるしっかりとした体力が必要です。下
山は南西稜ルート。以前使っていた西壁ルート
より標高差はありませんが一部安定しないルー
トや落石も多いので慎重に下ります。

メンヒ

ガイド比率 1対２

ユングフラウヨッホ ⇒ メンヒヨッホ
登り２００ｍ １時間
メンヒヨッホ⇒メンヒ山頂 登り４５０ｍ ２時間半
メンヒ山頂 ⇒ メンヒヨッホ下り６００ｍ １時間半

アイガー

ガイド比率 1対１

アイスメール ⇒ ミッテルレギ小屋
登り２００ｍ ２時間半
ミッテルレギ小屋 ⇒ アイガー山頂
登り６００ｍ ７時間
アイガー山頂 ⇒ ユングフラウヨッホ
登り２００ｍ/下り７００ｍ ４時間

－１７－

Ａ

パッケージツアー

現地日本語スタッフ同行プラン

アイガー登頂 ９日間

アイガー登頂 10日間

◆◆◆日・欧系航空会社プラン◆◆◆

◆◆◆アジア系航空会社◆◆◆

７/０７（土）発 ￥７５１,０００． ８/０４（土）発 ￥８３９,０００．
７/２１（土）発 ￥７９５,０００． ８/１１（土）発 ￥８３９,０００．

７/０６（金）発 ￥６９０,０００． ８/０３（金）発 ￥８０９,０００．
７/２０（金）発 ￥７５０,０００． ８/１０（金）発 ￥８０９,０００．
＊燃油サーチャージの目安 ￥１４，０００ （２０１８年２月現在）

＊燃油サーチャージの目安 ￥２１，０００ （２０１８年２月現在）

●出発地：東京発 ●最少催行人員：４人 ●食事：朝-７ 昼-０ 夕-１
●現地係員がご案内します
●一人部屋追加代金：￥４９，０００．
●登山予備日ガイド拘束追加代金：￥６５，０００．

●出発地：東京発
●最少催行人員：４人
●食事：朝-７ 昼-０ 夕-１
●現地係員がご案内します
●一人部屋追加代金：￥４９，０００．
●登山予備日ガイド拘束追加代金：￥６５，０００．

ミッテルレギ小屋の
テラス
シーズン中は小屋
が番もいるので、快
適に滞在できます。

ミッテルレギ小屋か
ら 望 む、ミ ッ テ ル レ
ギ 山 稜。ナ イ フ リ ッ
ジの鋭い山稜です。

ミッテルレギの稜線
を登ります。
高度感のある登り
が続きます。

アイガーは、懸垂下
降が必要になりま
す。

山頂 もナイフ リッ ジ
な の で、あ ま り 多 く
の登山者が同時に
頂きに立つことはで
きません。
※ 現地では日・ヨーロッパ系とアジア系が合流して、同一ツアーとして行動します。

－１８－

アレッチ氷河トレッキング / ブライトホルン(4,164m) / アラリンホルン(4,02７m)
初めてアルプスの４０００ｍ峰にチャレンジするためのツアー。アルプス最大のアレッチ氷河のトレッキングでア
イゼン歩行の練習をして、その後、アラリンホルンとブライトホルンの２つの４０００ｍ峰登頂を目指します。岩と雪
と氷河が作り出す、日本では体験できない壮大な景色の連続の中、アルピニストの世界を満喫します。

Ａ パッケージプラン

現地日本語スタッフ同行プラン

氷河トレッキングと４０００ｍ峰２座登頂
６/２３（土）～７/０１（日）
７/０７（土）～７/１５（日）
７/２１（土）～７/２９（日）
８/０４（土）～８/１２（日）
８/１８（土）～８/２６（日）
９/１５（土）～９/２３（日）

アレッチ氷河と ブライトホルン登頂９日間

＊アルプスハイクシリーズと同一コースです。

￥５６９,０００．
￥５６９,０００．
￥６１３,０００．
￥６５９,０００．
￥６１３,０００．
￥６１３,０００．

＊燃油サーチャージの目安 ￥２１，０００ （２０１８年２月現在）
●食事：朝-７ 昼-０ 夕-１ ●一人部屋追加代金：￥４９，０００．
●利用予定航空会社 P4のヨーロッパ系航空会社

「ツアーのポイント」
１．アイゼン装着で氷河上を歩きます。日本では体験できない迫
力の景色が楽しめます。
２．氷河より階段で登る崖上のコンコルディア小屋に泊まり、氷河
での朝焼け夕焼けを楽しみます。
３．２つの４０００ｍ峰の登頂を目指します。
４．ＵＩＡＧＭの山岳ガイドが同行するので登山や氷河トレッキング
も安心です。

「ハイキングコース」
＊フィルスト～ファールホルン～ブスアルプ
広大な牧草地で高山植物を見ながらのんびり歩きます。バッ
ハアルプ湖からのパノラマは、日本でもお馴染みの景色です。
２日目 登り ４５０ｍ 下り ９００ｍ 全長 １０ｋｍ ５時間
＊ユングフラウヨッホ～コンコルディア小屋～クーボーデン
アルプス最大のアレッチ氷河をトレッキングします。アイゼンを
装着して、山岳ガイドとロープを結んで壮大な氷河の世界を楽
しみます。
３日目 登り １００ｍ 下り ６００ｍ 全長 ８ｋｍ ４時間
４日目 登り １００ｍ 下り ６００ｍ 全長１０ｋｍ ５時間
＊ミッテルアラリン～アラリンホルン ４０２７ｍ （往復）
ミッテルアラリンより氷河上をルートを登ります。フェーヨッホ
からは、突如マッターホルンの雄大なパノラマが目に飛び込
んできます。
５日目 登り ５００ｍ 下り ５００ｍ 全長 ４ｋｍ ４時間
＊クラインマッターホルン～ブライトホルン ４１６４ｍ （往復）
アルプスで最も登りやすい４０００ｍ峰にチャレンジ。

※ アルプスハイキングシリーズの「氷河トレッキングと４０００峰登頂とアレッ
チ氷河とブライトホルン登頂９日間」と同一コースで、合同で催行します。

７日目 登り ３００ｍ 下り ３００ｍ 全長 ４ｋｍ ３時間半

－１９－

ブライトホルン （4,164m）
クラインマッターホルン展望台から標高差３００ｍで登ることができる、
アルプスでもっとの登りやすい４０００ｍ峰。中斜面の雪上歩行です。
山頂からは、遠くモンブランのパノラマも楽しめます。

アレッチ氷河
アルプス最大の氷河で全長２２ｋｍ、世界遺産にも登録。途中の崖上にあ
るコンコルディア小屋に宿泊する１泊２日の行程が一般的で、雄大な氷河
歩きが満喫できるコース。アイゼン歩行の経験があれば参加可能です。

アラリンホルン（4,027m）
ミッテルアラリンから標高差５００ｍで登れます。中程度の斜面の登山
で、アイゼン歩行の経験があれば登頂可能です。途中のコルからマッ
ターホルンが目の前に飛び込む姿は圧巻です。

アレッチ氷河前半

アレッチ氷河後半

壮大な雪原の緩やかな斜面を下り
ます。雄大な景色が楽しめます。

表面の雪が解けて、氷の上をクレ
バスを迂回しながら歩きます。

－２０－

モンテローザ (４,６３４m)

スイス最高峰

スイス、イタリア国境に位置するアルプス第２位でスイス最高峰のモンテローザ。いくつかのピークからなる山
で、デュフォール峰が最高峰。通常は単調な雪稜を標高差１５００ｍ近く登りますが、このツアーではアプローチ
にヘリコプターを使い、快適に山頂直下へアプローチし、山頂までの雪と岩のミックス登攀を楽しみます。

Ａ

パッケージツアー

現地日本語スタッフ同行プラン

モンテローザ（ヘリ利用）登頂 ８日間
◆◆◆日・欧系航空会社プラン◆◆◆
６/２３（土）発
７/０７（土）発
７/１４（土）発
７/２８（土）発

￥５３１,０００．
￥５７０,０００．
￥６２０,０００．
￥５９５,０００．

８/１１（土）発
８/２５（土）発
９/０８（土）発
９/１５（土）発

￥６５６,０００．
￥５４３,０００．
￥５４３,０００．
￥６５６,０００．

＊燃油サーチャージの目安 ￥２１，０００ （２０１８年２月現在）
●出発地：東京発 ●食事：朝-６ 昼-０ 夕-０ ●最少催行人員：４人
●現地係員がご案内します
●一人部屋追加代金：￥４２，０００．
●個人ガイド追加代金：￥７０，０００．（モンテローザ）
●登山予備日ガイド拘束追加代金：￥６５，０００．

モンテローザ（ヘリ利用）登頂９日間
◆◆◆アジア系航空会社◆◆◆
６/２２（金）発
７/０６（金）発
７/１３（金）発
７/２７（金）発

￥４９１,０００．
￥５１１,０００．
￥５７８,０００．
￥５７８,０００．

８/１０（金）発
８/２４（金）発
９/０７（金）発
９/１４（金）発

￥６２４,０００．
￥５５４,０００．
￥５３１,０００．
￥６２４,０００．

＊燃油サーチャージの目安 ￥１４，０００ （２０１８年２月現在）
●出発地：東京発 ●食事：朝-６ 昼-０ 夕-０ ●最少催行人員：４人
●現地係員がご案内します
●一人部屋追加代金：￥４２，０００．
●個人ガイド追加代金：￥７０，０００．（モンテローザ）
●登山予備日ガイド拘束追加代金：￥６５，０００．
ヘ リ で プラ ト ー ヘ

モンテローザ遠望

最高峰デュフォールシュピッツヘ
の稜線を望む

※ 現地では、日・ヨーロッパ系とアジア系が合流して、同一ツアーとして行動します。

上部の岩場

技術度・体力度

技術度５

体力度４

３級レベルの岩登りができ、岩と雪のミックス斜面をアイゼン・ピッケル使っ
て登れる技術が必要です。体力的には、夏の富士山を５合目から５時間以
内で登れる基礎体力が必要です。

ルート案内

＊登山開始地点：ツェルマット

ヘリコプターでツェルマットの町より、一気に標高４，１００ｍ付近の肩の部
分へ。ここから登攀を開始。ルートは、３級レベルの雪と岩のミックスでのや
せた稜線の登攀です。バランスを必要とするルートですが、距離も長くなく
集中して一気に登ります。
下山は、同じルートを出発点まで戻り、ここから広大な氷河上の単調で雪
の緩い斜面を、クレバスを避けながらモンテローザ小屋まで一気に下りま

す。その後、ゴルナー氷河を渡り、ローテンボーデンまでハイキングルート
を戻り、登山鉄道でツェルマットへ下ります。通常は、２～３日掛かる登山を
日帰りで行います。

ブライトホルン

ガイド比率 1対５

クラインマッターホルン ⇒ 山頂
山頂 ⇒ クラインマッターホルン

モンテローザ

登り ３５０ｍ
下り ３５０ｍ

２時間
１時間半

ガイド比率 1対２

４，１００ｍ地点 ⇒ モンテローザ山頂
登り ５５０ｍ
２時間
モンテローザ山頂 ⇒ モンテローザ小屋 下り ２０００ｍ
３時間
モンテローザ小屋 ⇒ ローテンボーデン 登り３００ｍ/下り５００ｍ ３時間

－２１－

Ｂ 個人旅行

（カセットプラン）

アルプス名峰登頂 カセットプラン

航空券、ホテル、登山ベースまでの移動手段、山岳ガイド、ガイドとの打合せ時のアシスタントといった登山に
必要な最低限のものをセットしたシンプルなプランです。余分なものを省くことによって、より経済的にアルプス
の名峰登山を楽しむことができます。
モンブラン登頂 ９日間

＊ヨーロッパ系航空会社利用

料 金 表

①東京出発⇒ジュネーブ(チューリッヒ）
（ジュネーブ泊）
②ジュネーブ⇒（バス）⇒シャモニ
(シャモニ泊）
③シャモニ滞在（ハイキング等で体調の調整） (シャモニ泊）
④シャモニ滞在（氷河トレッキングで高所順応）（シャモニ泊）
⑤モンブラン登山（シャモニ⇒グーテ小屋） （グーテ小屋泊）
⑥モンブラン登山（グーテ⇒山頂⇒シャモニ） (シャモニ泊）
⑦天候予備日
（シャモニ泊）
⑧シャモニ⇒（バス）⇒空港⇒
（機中泊）
⑨⇒東京到着
＊アジア系航空会社は1泊目が機中泊。

マッターホルン登頂９日間

２名参加の場合

7/01～7/12の出発
7/13～8/02の出発
8/03～8/11の出発
8/12～9/13の出発
9/14～9/16の出発
一人参加追加代金

＊アジア系航空会社は1泊目が機中泊です。

「ツアー代金に含まれるもの」
東京～ジュネーブ間往復航空券、ホテル７泊（３つ星）、山小屋１泊（朝夕食付）
食事（朝食７回）、山岳ガイド打合時の日本語アシスタント、緊急時のサポート
＊空港～ツェルマット間の鉄道パス（２等）＝マッターホルンのみ
山岳ガイド モンブラン：氷河トレッキング、モンブラン登山
マッターホルン：ブライトホルントラバース、マッターホルン登山、

（フリープラン）

ヨーロッパ系

マ ッ タ ー ホ ル ン登頂

アジア系

ヨーロッパ系

￥389,000．
￥449,000．
￥508,000．
￥449,000．
￥476,000．

￥640,000．
￥684,000．
￥729,000．
￥684,000．
￥684,000．

￥579,000．
￥639,000．
￥698,000．
￥639,000．
￥665,000．

￥158,000． ￥158,000．

￥80,000．

￥80,000．

￥450,000．
￥494,000．
￥539,000．
￥494,000．
￥494,000．

アジア系

＊航空便の空き状況によって、上記の金額が変更になる場合がございます。
＊燃油サーチャージの目安 （２０１８年２月現在） ヨーロッパ系：￥２１，０００． アジア系：￥１４，０００．

＊ヨーロッパ系航空会社利用

①東京出発⇒ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ･ﾁｭｰﾘｯﾋ到着後、ホテルへ（ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ･ﾁｭｰﾘｯﾋ泊）
②ジュネーブ⇒（鉄道）⇒ＺＭＴ
(ＺＭＴ泊）
③ツェルマット滞在（ハイキング等）
(ＺＭＴ泊）
④ツェルマット滞在（ブライトホルントラバース）
(ＺＭＴ泊）
⑤マッターホルン登山（ＺＭＴ⇒ヘルンリ小屋）
(小屋泊）
⑥マッターホルン登山（小屋⇒山頂⇒ＺＭＴ）
(ＺＭＴ泊）
⑦天候予備日
(ＺＭＴ泊）
⑧ツェルマット⇒(鉄道)⇒ｼﾞｭﾈｰﾌﾞ･ﾁｭｰﾘｯﾋ空港⇒
（機中泊）
⑨⇒東京到着。
注）ＺＭＴ：ツェルマット

Ｃ 個人旅行

モ ン ブ ラ ン登頂

注意事項
＊航空会社 ヨーロッパ・アジア系 ： パッケージツアーシリーズと同様です。
＊週末追加代金 片道あたり￥１０，０００．
ヨーロッパ系 ： 「日本発：土・日曜日」 「現地発：金・土曜日」
アジア系
： 「日本発：土・日曜日」 「現地発：金・土曜日」
＊上記料金表は２名参加の場合です。(２名部屋利用）１名参加の場合は一人参加追加
代金を合算して下さい。（１名部屋利用＋個人ガイド）
＊マッターホルン登山は、ツェルマットガイド組合規定により、事前に実力チェック登山と
してブライトホルンハーフトラバースの登山が義務づけられています。
＊ガイド比率 （ガイド：参加者）
モンブラン １：２ マッターホルン １：１ ブライトホルンハーフトラバース １：２
＊モンブランのジュネーブ～シャモニ間の移動は路線バスです。ツアー料金には含まれ
ません。運転手に直接お支払下さい。（片道あたり ＥＵＲ３２．＝約￥４，５００．）
＊料金には、空港使用料、航空保険料、燃料特別付加運賃が含まれていません。
＊日本語アシスタントオプション
空港の見送り・出迎え ￥１８，０００．
町での出迎え￥１５，０００． 見送り￥１２，０００． （１グループ当りです）
＊山岳ガイド登山予備日の拘束費用 ￥６５，０００． （１ガイド、１日当たり）

アルプス名峰登頂 フリープラン

パッケージツアーに日程が合わない方、自分の行きたいところがツアーにない方、個人手配旅行は如何です
か。あなたのご要望に合わせツアーアレンジします。自分だけの”わがまま旅”を作ってみましょう。
「１名からグループまで」、「航空券のみ」「現地手配のみ」でもＯＫ。
登山と一緒に、ハイキング、トレッキング、観光などのアレンジ可能です。
スタッフの経験を生かして、ベストのツアーをアレンジします。

個人手配旅行の手順
①．プランニングシートをお送りします。皆さんのご要望をお知らせ下さい。
②．皆さんのご要望をもとに、日程表とお見積もりを作成致します。
③．日程を決定し、航空便の仮予約をします。
④．詳細な内容を検討して、ツアーを決定致します。
⑤．お申込み。お申込手続きです。「申込書」と「申込金」をご提出下さい。
⑥．期日までに旅行代金の残金をお支払い下さい。
⑦．出発の１０日前頃に最終案内書をお送りします。説明会も可能です。
⑧．出発です。
⑨．現地では私たちのネットワークで皆様をサポート。
山岳ガイドの手配に関して
現地にて天候やルート状況によって、登山日を臨機応変に変更する場合がござ
います。その際にスムーズに手配変更が出来るように、登山前日から下山日の
翌日までのホテルと一緒に手配を承わっております。

－２２－

ヨーロッパアルプスには、今回ツアーで取り上げた山以外にも
数々の素晴らしい山があります。その全ての山の手配が可能で
す。出発日、日数、航空会社など含め、皆様の要望に合わせツ
アーをお作りします。
簡単にオーダーできるように「フリー
プラン計画表＝プランニングシート」
をご用意しております。お気軽にご請
求下さい。
手配できる山の例
グランドジョラス、エギィーユ・デュ・
ベルト、グランパラディーソ、ベッ
ターホルン、ワイスホルン、シュレッ
クホルン、ドム、 など

アルプス名峰登頂を目指すための国内講習会＆シミュレーション登山
目的の山に登るために、登山技術の向上と
チェックを目的とした登山講習会を実施しま
す。実 際 の ア ル プ ス に 近 い 状 況 で シ ミ ュ
レーション登山も行います。その山に対して
の 技 術、体 力 度 の 再 確 認 も で き ま す。ま
た、将来チャレンジするために、自分がその
山に対してどのレベルにあるか事前にチェックすることも可能です。
「雪山登山Ⅰ」
初めて雪山にチャレンジする人の講習会。アイゼン装着、ピッケルの
持ち方、キックステップ、フットワークなど、基本から講習します。
４/２８(土)～２９(日) ５/０３(祝)～０４(祝)
５/１９(土)～２０(日)
立山・雄山
２日間 ￥３０，０００．
４/２１(土)～２２(日) 西穂高岳（独標）
２日間 ￥３０，０００．

「雪山登山Ⅱ」
雪山経験者対象の講習会。よりバランスが求められる場面でのアイゼン
ピッケルワーク、フットワークなどの講習会
４/２８(土)～３０(祝) 奥穂高岳
３日間 ￥６８，０００．
４/２８(土)～２９(日) 唐松岳
２日間 ￥４６，０００．
５/０３(祝)～０５(日) 槍ヶ岳
３日間 ￥６８，０００．
５/１２(土)～１３(日) ５/２６(土)～２７(日) ６/１０(土)～１１(日)
富士山（河口湖口）
２日間 ￥４６，０００．

「雪岩ミックスルート」
岩場に雪が乗っている所でバランスを失わないようにアイゼン歩行
ができ、２～３級レベルの岩登りもアイゼン装着でできることが目標。
５/０３(祝)～０５(祝) 白馬岳主稜
３日間 ￥８６，０００．
４/２０(金)～２２(日) ５/０４(祝)～０６(日) ５/１８(金)～２０(日)
６/０１(金)～０３(日) 剣岳
３日間 ￥８６，０００．

「岩登り講習会」
岩登りが初めての人もＯＫ。それぞれのレベルに応じた講習をします。
アルプスへ登る際の技術の確認やステップアップなどにも対応。
４/０７(土)～０８(日) ４/２１(土)～２２(日) ５/１２(土)～１３(日)
５/２６(土)～２７(日) ６/０９(土)～１０(日) ６/２３(土)～２４(日)
三ツ峠講習会
２日間
￥２６，０００．

「高所登山を目指すための講習会」
実際に登りながら、ペース配分、休憩の取り方、水分・エネルギー補給など
高所順応の効率よい方法を講習します。
６/３０(土)～０１(日) 富士山
２日間 ￥２２，０００．
７/２１(土)～０４(日) 富士山
２日間 ￥２２，０００．

「モンブラン・シミュレーション登山」
グーテ小屋への２級レベルですが高度感のある岩登りとグーテ小屋以
降の斜度の緩い長い雪稜登山を、ガイドと２対１のタイトロープで登る
シミュレーション。
４/０７(土)～０８(日) 谷川岳（西黒尾根）
２日間 ￥５８，０００．
５/０３(祝)～０４(祝) 立山・別山縦走
２日間 ￥５８，０００．
５/１９(土)～２０(日) 富士山
２日間 ￥５８，０００．
６/０２(土)～０３(日) 富士山
２日間 ￥５８，０００．

「マッターホルン・シミュレーション登山」
ガイドと１対１で３級レベルの難易度の高くない岩場を長時間、力をか
けずスムーズに、そしてスピーディーに登る練習をします。岩と雪の
ミックスも想定してアイゼンでの岩登りも講習。
３/２４(土)～２５(日) 八ヶ岳・赤岳（主稜）
３日間 ￥１２５，０００．
５/０４(祝)～０６(日) 立山・剣岳
３日間 ￥１２５，０００．
５/１８(金)～２０(日) 立山・剣岳
３日間 ￥１２５，０００．
６/０９(土)～１０(日) 妙義山
２日間 ￥８８，０００．

クライミングパーク ストーンマジック プラン
首都圏最大級のクライミングジム「ストーンマジック」。ボルダリングはもちろん、
トップロープ、リード、そして登山靴で登れるアルパインピナクルなど、多様なク
ライミングが楽しめます。アウトドアに出る前に、クライミングジムで、ヨーロッパ
アルプスにチャレンジする人のためのトレーニングプログラムを実施します。

モンブランのための岩登りトレーニング

マッターホルンをスムーズに登るトレーニング

グーテ小屋へは、２級レベルの高度感のある岩登りがあります。スムーズに
登るために、事前にクライミングピナクルで、岩登りトレーニングをします。

マッターホルン登頂のコツは、難易度の高くない岩場を力かけずスムーズに、
そしてスピーディーに登ることです。

３/１０(土) ４/１５（日） ５/１３（日） ６/１７（日） ６/３０（土）
午前の部 10：30～12：30
午後の部 14：30～16：30

３/１０(土) ４/１５（日） ５/１３（日） ６/１７（日） ６/３０（土）
午前の部 10：30～12：30
午後の部 14：30～16：30

３/１３(火) ４/１８（水） ５/１７（木） ６/０６（水） ６/２６（火）
午後の部 14：30～16：30
夜の部
19：00～21：00

３/１３(火) ４/１８（水） ５/１７（木） ６/０６（水） ６/２６（火）

各回トレーニング共通

講習費用

２時間

午後の部 14：30～16：30

19：00～21：00

平日￥３，０００． 土・日￥４，０００．＋ ストーンマジック入場料

ストーンマジック 〒252-0234神奈川県相模原市中央区共和3-10-20 TEL.042-704-2340

お問合せ・お申込みは･･･

夜の部

ＪＲ淵野辺駅より 徒歩１５分

株式会社 アドベンチャーガイズ

〒102-0072 東京都千代田区飯田橋４-５-４ 山和ビル３階
営業時間 平日 10：00-18：00
土曜 10：00-14：00 日祝 休み
総合旅行業取扱管理者 古谷聡紀
観光庁長官登録旅行業第１７１３号 （社）日本旅行業協会（ＪＡＴＡ）正会員

ＴＥＬ ： ０３－５２１５－２１５５

ＦＡＸ ： ０３－３２８８－３２１１

http：//www.adventure-guides.co.jp

e-mail info@adventure-guides.co.jp

