
Adventure Guides 6000 ｍ峰シリーズ   

 特別企画 ＡＧエベレスト公募登山隊同行プラン              

エベレストの展望台として有名なカラパタール。そのベース
となるロブチェ村からアプローチするのが、ロブチェ・イース
ト。広大な氷河を抱く雄大なピークで、山頂からはエベレス
トをはじめロｰツェなど８０００ｍ峰の大パノラマが楽しめま
す。序盤は簡単な岩場、上部は傾斜のあるナイフリッジな
ど、雪稜登攀の要素が高い６０００ｍ峰です。 

今回のツアーでは、ＡＧエベレスト公募登山隊２０２０と同行
して一緒に高所順応活動を行います。 
高い技術度・体力度、そして素晴らしいホスピタリティーを
発揮する、エベレスト隊のスタッフがご案内しますので、ク
オリティーの高い遠征登山を楽しんで頂けます。 
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最適期は３月中旬～５月のプレモンスーン期と10月～１１月のポストモンスーン期。６月
～９月はモンスーン期となり雨季にあたり登山は現実的では有りません。１２月～２月
の冬季は気温が下がりますので、あまりお勧めできません。 

登山シーズン 

カラパタールのベースとなるロブチェへ。ここから西方向へ登り始め５０００ｍ付近にBC
を設営。ここまでは通常のトレッキング。ここから簡単な岩場と雪上を巡りＣ１へ入りま
す。アタックは、序盤は２級程度の岩場を登り、後半は雪上登攀。途中、４０度程の斜
面にある４００ｍ程度のフィックスロープを通過します。ナイフリッジを越えると頂上へ。 

 総合レベル ： Ｃ   高度レベル：Ｄ  技術レベル：Ｂ  宿泊レベル：Ｃ 

登山技術としては、斜度のきつくない雪上登攀がほとんどでが、途中、４０度程度の斜面
とナイフリッジが出てきます。バランスの取りづらいところで、基本的なアイゼンワーク、
ピッケルワークができれば問題ありません。問題は高所順応。前半部分でじっくり順応
することがポイントです。出発前にしっかりとした基礎体力をつけることをお勧めします。 

登山レベル目安表 （難しい Ａ → Ｅ 容易  A：７０００ｍ峰、 Ｅ：キリマンジャロを想定しています。ご参考下さい。） 

 高度レベル  Ａ：6,700ｍ～7,000ｍ以上  Ｂ：6,500ｍ～6,700ｍ  Ｃ：6,300ｍ～6,500ｍ   

          Ｄ：6,000ｍ～6,300ｍ      Ｅ：6,000ｍ以下 

 技術レベル Ａ：岩稜登攀やｱｲｽｸﾗｲﾐﾝｸﾞの基本的な技術を習得  Ｂ：岩稜登攀やｱｲｽｸﾗｲﾐﾝｸﾞをしたことがある 

           Ｃ：ｱｲｾﾞﾝ､ﾋﾟｯｹﾙの基本的な技術を習得  Ｄ：ｱｲｾﾞﾝ､ﾋﾟｯｹﾙを使ったことがある  Ｅ：ｱｲｾﾞﾝ､ﾋﾟｯｹﾙ不要  

 宿泊レベル Ａ：長期間の雪上テント生活。    Ｂ：雪上テントに２ヶ所以上宿泊。テント内にて自身で炊事 

           Ｃ：雪上テントに宿泊。テント内にて自身で炊事        Ｄ：雪上テントに宿泊。スタッフが炊事 

           Ｅ：ロッジ等の宿泊施設での宿泊,または、雪の無い所でテントに宿泊し、スタッフが炊事 

 総合レベル Ａ：7000ｍ峰レベル。複数回の6000ｍ峰の登山経験が望ましい。   

          Ｂ：6000ｍ峰ｼﾘｰｽﾞの中でも困難な6000ｍ峰。6000m峰の経験者が望ましい。  

          C：やや容易。6000ｍ峰ｼﾘｰｽﾞの中でも登りやすい6000ｍ峰。 

          Ｄ：容易。初めてのチャレンジに最適な6000m峰。        Ｅ：5000ｍ峰レベル  

キャンプ地標高  Ｂ Ｃ：約５，０００ｍ  
           Ｃ １：約５，６００ｍ （ＢＣとの標高差約５００ｍ） 
           山 頂：  ６，１１９ｍ （Ｃ１との標高差約６２０ｍ） 



 ２０２０年４月１４日（火）～５月７日（木） ２４日間 ￥６３５,０００．          
        ＊燃油サーチャージの目安 ￥６，０００ （２０１９年１２月現在） 

 ●出発地：東京  ●最小催行人員：６人  ●食事：朝-22 昼-17 夕-17 

 ●ツアーリーダー：出発からエベレストBCまでエベレスト公募登山隊の登山隊長がご案内します。 

     エベレストBCからカトマンズまでは現地スタッフがご案内致します。 

     なお、帰りの航空便にはスタッフは同乗致しません。   

 ●一人部屋＋１人テント追加代金：￥６０，０００．  ＊Ｃ１は共同テントです。 

 ●利用予定航空会社：タイ航空、シンガポール航空、キャセイパシフィック航空、大韓航空、カタール航空 

 ●利用予定ホテル（以下のホテルまたは同等クラス）    カトマンズ ：フジ、ガンジョン、チベット 

出発予定日 

１．お申込  お電話・ＦＡＸ／メール等でお申し込み下さい。 
２．書類送付  弊社より申込書、保険等の申込書類、ビザ申請書等の 
   渡航手続の書類をお送り致します。 
３．書類提出  手続書類に必要事項を記入の上、ご返送下さい。 
４．申込金  銀行振り込み等で申込金¥50,000.をお支払い下さい。 
５．渡航手続  ビザ等が必要な場合、渡航手続きを進めます 
６．残金   出発の1ヶ月前を目処に残金のご請求書をお送り致します。 
７．出発説明会  出発の１０日前頃にツアーリーダーを中心に参加者が集まり 
   説明会を開催します。 
８．出発   体調を整えて、いざ出発です 

 〒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 

お問い合せ・お申込みは･･･ 

 ご旅行条件（要旨）  
  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。 

■旅行代金に含まれるもの（一部例示。いずれも旅行日程に明 
 示されたものに限る) ●航空､船舶､鉄道等運送機関の運賃 
 (この運賃･料金には運送機関の課す付加運賃･料金を含みま 
 せん)●ホテルの宿泊費用 ●食事代金 ●航空機による手荷 
 物の運搬料金 ●ツアーリーダー同行費用 ＊これらの費用 
 は､お客様の都合により一部利用されなくても払い戻しいたし  
 ません。 
■旅行代金に含まれないもの：前項のほかは旅行代金に合ま  
 れません｡その一部を例示します。 ●超過手荷物料金 ●ク 
 リーニング代､電話料､ホテルのボーイ･メイド等に対する心付 
 け､その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う 
 税･サービス料金 ●渡航手続関係諸費用 ●オプショナルツ 
 アー料金 ●運送機関が課す付加運賃･料金(例:燃油サー 
 チャージ) ●国内・海外の空港施設使用料 ●日本国内にお 
 ける自宅から発着空港等集合･解散地点までの交通･宿泊費 
■特別補償：当社は､当社又は当社が手配を代行させた者の故 
 意又は過失の有無にかかわらず､募集型企画旅行約款別紙 
 特別補償規程に基づき､お客様が募集型企画旅行参加中に 
 急激かつ偶然な外来の事故により､その身体､生命又は手荷 
 物上に被った一定の損害について､予め当社約款特別補償規 
 程に定める全額の範囲において､補償金又は見舞金を支払い 
 ます。 
■旅行条件･旅行代金の基準：この旅行条件は２０１９年１２月１ 
 日を基準としています｡又､この旅行代金は２０１９年１２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､ 

■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｣という)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 
  （お１人様）  旅行代金が１５万円以上３０万円未満 ３万円 
           旅行代金が１５万円未満         ２万円 
■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 
 算してさかのぼって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｡ 
■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                  取  消  料      

   旅行開始日の前   ４０日～３１日目       旅行代金の１０％  

   日から起算して    （ピーク時のみ）    

   さかのぼって      ３０日～ ３日目       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    

 ２０１９年１２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。 
■その他：（１）旅行代金は特に記載のない限りおひとり分を表 
 示しています｡（２）当社はいかなる場合も旅行の再実施はい 
 たしません。（３）当社所定の申込書にお客様のローマ字氏名 
 をご記入される際には､ご旅行に使用されるパスポートに記 
 載されている通りにご記入ください｡お客様の氏名が誤って 
 記入された場合は､航空券の発行替え､関係する機関への 
 氏名訂正などが必要になります｡この場合､当社は､お客様 
 の交替の場合に準じ交替手数料をいただきます。尚､運送･ 
 宿泊機関の事情により､氏名の訂正が認められず､旅行契 
 約を解除いただく場合もあります｡この場合には当社所定の 
 取消料を頂きます。渡航先(国､または地域)によって外務省よ 
 り危険情報などの安全関係の海外渡航関連情報が出され 
 ている場合があります｡海外渡航関連情報は､外務省海外 
 安全相談センターなどでもご確認いただけます。 

         FAXサーヒス   0570-023300  
         URL   http：//www.anzen.mofa.go.jp  

 渡航先の衛生状況については、厚生労働省「海外渡航者の 
 ための感染症情報」ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞでご確認ください。  

         URL  http：//www.forlh.go.jp/ 
 

 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 近藤謙司  古谷聡紀 

＊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。 

「空港税・航空保険料・燃油付加運賃について」 
 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、上記緒費用をご
請求させて頂きますので、予めご了承下さい。  

お 申 し 込 み か ら 出 発 ま で 

地方発着のご案内 
 ツアーは東京発着です。大阪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 
 のでお問合せ下さい。お申出がない場合は東京発着のご参加となります。 

ビジネスクラスのご利用 
 追加料金でビジネスクラスを利用することができます。お問合せ下さい。 

一人部屋・相部屋について 
 ホテル、ロッジ、テント等の宿泊は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、山小屋は男女一緒の相部屋になります。 

ビザの取得手続き 
 ネパールでは､入国に査証（ビザ）が必要です。カトマンズ空港到着時にも取 
 得可能ですので、ツアーリーダー同行のツアーでは、空港で取得します。 
 詳細は、お申込手続きの書類にてご案内いたします。 

健康診断書の提出 
 ４０００ｍ以上の宿泊を含むツアーでは、過去一年以内に受けられた健康 
 診断書の提出をお願いしています。弊社指定のフォームがございますので 
 その内容に合わせた健康診断をお受けください。 

お申込に際してのご案内 


