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ヒマ観 ニュース

ヒマ観・秋からのネパール・パンフレット完成
大変、長らくお待たせいたしました。当社の2016年秋以降の「ネパール・ヒマラヤ」が完成致しました。
今年はネパール・日本国交樹立60周年の記念すべき年です。折しも日本では、ホテル・エベレスト・ビューが
「世界ふしぎ発見!」に取り上げられ、イギリスでは、ガーディアン紙で「世界のホテル／ロッジ10選」に選ばれる
など世界で人気が高まっています。是非、当社のツアーで「ホテル・エベレスト・ビューへの旅」を、そして
「ネパールのトレッキング」をお楽しみください。
尚、ポカラ・サランコットの丘に建設中の「ホテル・アンナプルナ・ビュー」は、諸般の事情により開業が遅れ
そうです。開業が決まりましたら改めて別パンフレットでご案内する予定です。お楽しみにお待ちください。

ネパールツアー説明会
いよいよ始まるネパールのシーズンに向けて東京・代々木のミウラ・ベースキャ
ンプにて説明会を開催いたします。

体験（30分）もご用意しています。

①7月7日（木）：14:00 ～ 15:30　 ②8月26日（金）：14:00 ～ 15:30

参加ご希望の方は、お電話、メールでお申し込み下さい。
●電話：03-3574-9292
●メール：info@himalaya-kanko.co.jp

ヒマラヤ観光・本社説明会
平日のミウラ・ベースキャンプでの説明会への参加は、難しいという方には…
東京本社にて説明会を開催いたします。

8月6日（土）：10:30 ～ 12:00

参加ご希望の方は、お電話、メールでお申し込み下さい。
●電話：03-3574-9292
●メール：info@himalaya-kanko.co.jp
随時、説明会を行ないます。ご希望の方はお電話にてご連絡ください。

ホテル・エベレスト・ビュー
ガーディアン紙に掲載
ホテル・エベレスト・ビューが英国ガーディアン
紙で「世界の10選ホテル／ロッジ」の一つに選ば
れました。「世界で最も高い場所にあるホテル・
エベレスト・ビューからはオール・スター級のヒ
マラヤの峰々が見ら
れる」と紹介されま
した。世界的にもそ
の名を知られている
ホテル・エベレスト・
ビューに是非、お出
でください。

ホテル・エベレスト・ビューが
「世界ふしぎ発見」に登場!!

が人気番組「世界ふしぎ発見!」で放映されました。
「エベレスト大紀行 今こそ、ネパールへ行こう!!」
と題されたこの回は、ミステリーハンターの武内
海南江さんがレポート。「本当に素晴らしいビュー
ポイントでした！」という嬉しいコメントもいた
だきました。　　　　　　　　　

メルマガ登録を
おススメします！

ツアー情報はもちろん、イベントや番組情報、割引
情報を配信しています！
件名に「メルマガ登録」とご記入のうえ、下記アド
レスへお送りください。
●メール：info@himalaya-kanko.co.jp

各種割引でお得に旅を!!
楽しいご旅行を割引料金でお楽しみください。
各5,000円の割引を適用します。
早期割引▶出発の3ヶ月前までに正式にお申し込みの方
グループ割引▶同一出発日の同一コースの4名様以上で
お申し込みの方
家族割▶夫婦、親子などご家族でお申し込みの方
※早期割引、グループ割引、家族割引の併用はできません。
※上記の割引は募集型企画旅行にのみに適用されます。
※旅行代金が30万円以上のツアーが対象となります。

秘境の村プーとナー／
カングラ・パス（5,360m）
アンナプルナ・サーキットの途中、チャーメの手
前・コトの村からナー・コーラ（川）を北上して
いくと秘境の村・プーとナーがあります。
トレッカーがめったに訪れない静かなとトレッ
キングをしながら、まだまだ昔ながらの生活が残
る人々と触れ合うことができます。
足を延ばしてカングラ・パスを目指せば東にマ
ナスル三山を、そして西にはアンナプルナ山群の
峰々を望むことができる大絶景が待っています。

近日企画・発表の予定です。 ▲カングラパスからマナスル三山
　写真提供：高波和雄様

▲プーガオン入口

お得な情報
配信中！！
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スケジュール

オーロラ観賞で有名なレイクホルトへ。
溶岩台地から流れ落ちる滝フォロインフォッサ
ル、地熱地帯デイルダルドゥングクベルにご案
内します。
グラブロウク火山ハイキングをお楽しみくださ

）間時１約行歩（。い
レイクホルトのホテルではホットタブに浸かり
ながらオーロラ観賞をお楽しみください。
  レイクホルト泊

スカフタフェットル氷河の端までのハイキング
）半間時１約行歩（。すまし内案ごに

青白く輝く美しい氷河展望をお楽しみください。
スヴィーナフェットルスヨークトル氷河ハイキン

）間時２約行歩（。すまし内案ごにグ
旅のハイライト、雄大な氷河上を歩くコースで
す。※現地にてアイゼンをご用意しています。
 スカフタフェットル泊

南海岸のヴィークへ。スコゥガフォス滝、アイス
ランド最南端の断崖ディルホゥラエイ、ブラック
サンドビーチにご案内します。
ヨークルサルロン湖へ。
専用車にてスカフタフェットルへ。
 スカフタフェットル泊

人気の観光地ゴールデンサークル（グトルフォス
滝、ストロックル間欠泉）にご案内します。
また、地球の裂け目を見るシンクヴェトリル国立
公園ハイキングもお楽しみください。
（歩行約２時間）
専用車にてヘットラへ。  ヘットラ泊

専用車にてレイキャヴィークへ。
レイキャヴィーク市内観光をお楽しみください。
ブルーラグーンへ。
（入浴が可能・水着が必要です）
その後、空港近くのホテルへ。
 レイキャヴィーク泊

空路、ヨーロッパ都市経由、レイキャヴィークへ。
到着後、ホテルへ。
 レイキャヴィーク泊

東京
ヨーロッパ都市
レイキャヴィーク

レイキャヴィーク
レイクホルト

レイクホルト
ゴールデンサークル

ヘットラ

スカフタフェットル

スカフタフェットル
レイキャヴィーク

ヘットラ
ヴィーク

スカフタフェットル

空路、ヨーロッパ都市経由、帰国の途へ。
 機中泊

到着後、解散。お疲れ様でした！

レイキャヴィーク

東京

最少催行人員
添乗員
食事条件
利用航空会社

その他

６名様
日本より同行します。
朝６回　昼５回　夕５回　
アイスランド航空、日本航空、KLMオランダ航空、エアーフランス、スカンジナビア航空

上記に日程は天候その他の事情により変更になる場合があります。
運動割増保険該当のコースとなります。海外旅行保険については別途ご案内します。

東京 （羽田 ・ 成田）

※上記旅行代金の他に各地空港税、 燃油サーチャージ [ 約２５,０００円 ]が

　 必要となります。 （‘１６年６月２４日現在）

[ アイスランド ] 
グレーシャーハイキングと
オーロラの国 ８日間

◆脚光を浴びつつあるアイスランドを舞台に、     
当社オリジナルの氷河ハイキングを企画！
◆ゴールデンサークルなど、アイスランドの
有名観光地もご案内します。

◆オーロラが美しい時期のみの厳選出発！ 

地球上で
最も

オーロラが
美しい国

オーロラベルト真下に位置するアイスランド。
気象条件さえ整えば、どの場所でも生活時間内でオー
ロラを見ることができます。
ツアーでは６回のチャンスがありますので、どうぞご期待
ください！

※天候、ルート状
況により歩行時間
が変わる場合があ
ります。

ヨークルサロン湖
氷山が浮かぶ幻想的な湖です。野生
のアザラシの生息地としても有名！
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旅行期間／旅行代金

発着地

【宿泊施設】・・・ホテル

１２月　８日（木） ～１２月１５日（木）
１月２6日（木） ～　2 月　2日（木） ￥６４８,０００

一人部屋利用追加料金

￥６８,０００

（8,463m）

名様より
催 行6
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東京 （羽田）／ 大阪 （関西）

※上記旅行代金の他に各地空港税、 燃油サーチャージ [ 約１２,０００円 ]が

　 必要となります。 （‘１６年６月２４日現在）

[ 神々の住む聖地チベット] 
チョモランマ・
ベースキャンプの旅１１日間

◆世界最高峰とヒマラヤ山脈の全貌を見る！
◆8,000m峰5座を一望します。
◆高所順応を考慮した自信の日程です。

旅行期間／旅行代金

発着地

【宿泊施設】・・・ホテル

10 月13 日（木） ～１0月23 日（日）
一人部屋利用追加料金

￥７０,０００

￥４５８,０００

スケジュール

空路、ラサへ。到着後、標高の低いツェタンへ。
（所要約３時間）
高所順応も兼ね、２世紀に建造されたユンブラカ
ンの観光にご案内します。
 ツェタン泊

休養。
ダライ・ラマの夏の離宮ノルブリンカ観光とのん
びりピクニックにご案内します。
 ラサ泊

）間時３約要所（。へサラ都の陽太
ポタラ宮、大昭寺、八角街観光にご案内します。　 
 ラサ泊

チベット三大聖湖のヤムドク湖、カロ・ラ氷河を経
てシガツェへ。途中、5,000ｍの峠を２つ越えます。
（所要約９時間）
 シガツェ泊

空路、北京へ。
空路、成都へ。 成都泊

東京・大阪
成都
成都
ラサ（3,650ｍ）
ツェタン
（3,500ｍ）

ラサ

ラサ
シガツェ
（3,880ｍ）

チョモランマが初めて現れるギャツォ・ラ
           ）半間時６約要所（。へルーガシて経を）ｍ022,5（

 シガール泊

空路、帰国の途へ。
到着後、解散。
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シガール

ツェタン
ラサ（3,650ｍ）

高所順応のため、631 年に建てられたシガール・
ゾン（城砦）のミニ・ハイキングにご案内します。天
気が良ければ、チョモランマを遠望できます。
休養。
 シガール泊

夜明け前に出発。8,000ｍ５座を一望できるギャ
ワ・ラにてご来光を待ちます。その後、ロンブクを
経てチョモランマＢＣへ。
チョモランマの展望をお楽しみいただいた後、ヒ
マラヤの展望地オールドティンリーへ。
（所要約８時間）
 オールドティンリー泊

チョ・オユー、ギャチュンカン、チョモランマの展望
 　　）間時６約要所（。へェツガシ、げ告をれ別に

 シガツェ泊

）間時５約要所（。へサラ
空路、成都経由、北京へ。
到着後、ホテルへ。
 北京泊

シガツェ
シガール
（4,300ｍ）

シガール
ロンブク
（5,000ｍ）
チョモランマＢＣ
（5,200ｍ）
オールドティンリー
（4,390ｍ）

オールドティンリー
シガツェ

シガツェ
ラサ
北京

北京
東京・大阪
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最少催行人員
添乗員
食事条件
利用ホテル

利用航空会社

その他

4名様
8名様以上の場合日本より同行しますが、発着地によっては北京から北京までとなります。
朝8回　昼9回　夕9回　
成都：銀河王朝、 ツェタン：ツェタン、 ラサ：徳康、 シガツェ：扎西曲塔

京�
中国国際航空
上記日程は天候その他の事情により変更になる場合があります。
現地事情等により突然の変更がある場合がございます。

マカルー
（8,463m）

ショージ
（7,080m）

ローツェ
（8,516m） ギャチュンカン

（7,952m）

ギャワ・ラにて世界最高のパノラマ

チョ・オユー
（8,201m）

チョモランマ
（8,848m）

名様より
催 行4
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◎編集後記
2015年、4月のネパール大地震後、最初のトレッキングシーズンが終
わりを迎えました。昨年は予想通り、ネパールを訪れる観光客・トレッ
カーの数は、極端に落ち込みました。春のシーズンでは、若干持ち直し
た感もありますが、まだまだ、以前の賑わいには遠く及びません。
大地震後、2回目となるこの秋からのシーズンには、多くの方々が訪
れてくださることを願っています。

ほとんどのトレッキング・ルートは危険な個所も無く、皆様に十分
ご満足いただける環境が整っています。当社でもネパールのパンフ
レットを発行するに当たり、ネパールの安全を広く知っていただき、
ホテル・エベレスト・ビューからのエベレストの展望をはじめネパー
ル・ヒマラヤの絶景を是非お楽しみいただきたいと思っております。

[キルギス］ホワイト・トレッキング13日間
旅行代金：¥468,000　旅行期間：7月22日（金）～ 8月3日（水）
一人部屋利用追加料金：¥30,000
テント一人利用追加料金：¥14,000
発着地：東京（成田）
※上記旅行代金の他に各地空港税[約6,500円]が必要となります。
　（2016年6月24日現在）

天山山脈の最高峰・ボベーダ峰
（7,439m）と名峰・ハンテング
リ峰などの高峰を源流とするイ
ニルチュク河／氷河を遡りその
BCを訪ねます。
天山山脈の高峰が周囲を囲むBC
で至福の時をお過ごしください。

冬のニュージーランド 天体観測とマウントクック ハイキング 7日間
旅行代金：¥498,000　旅行期間：8月30日（火）～ 9月5日（月）
一人部屋利用追加料金：¥43,000　発着地：東京（成田）
冬のニュージランド・ツアーはまだまだ一般的ではありません。
しかし、冬は、気温が低い分、澄み切った空気を通して見る
夜の星空が魅力的な季節です。
晴天率の高い「星空保護区」テカポで星空観測と天体写真撮
影。、そしてニュージーランド最高峰・マウントクックの麓
でハイキングを楽しみます。
テカポでは、現地のプロのカメラマンから天体写真の撮り方
の講習会を開きます。天体写真撮影が初めての方も是非、こ
の機会にチャレンジして見てはいかがですか。

■日本一に泊まる!
NPO法人富士山測候所を活用する会及び、

筑波大学名誉教授（医学博士）浅野勝己先生のご協力により、
正真正銘の日本一高い場所、富士山測候所での高山病講座及
び高所体験も今年で4年目に入りました。貴重な体験を経て、
ヒマラヤに挑戦される方が増えています。今年はあなたも
是非挑戦なさってください。

■山行期間：7月29日（金）～31日（日）
■参加人数：8名様限定（先着順受付）
■日　　程：（1日目）吉田口五合目→七合目　（2日目）七合目→剣ヶ

峰（富士山測候所）　（3日目）剣ヶ峰→吉田口五合目
■費　　用：お一人様 40,000円
※ご参加希望のお客様は、当社までお電話又はメールにてご連絡ください。
※日程、旅行条件等の詳細は、別途ご案内致します。

～ NPO法人富士山測候所を活用する会 浅野勝己氏 共同企画～

秋の味覚のベスト・シーズン!
ブータン・松茸三昧の旅8日間

旅行期間：8月25日（木）～ 9月1日（木）
旅行代金：370,000円
一人部屋利用追加費用：40,000円
発着地：東京（羽田）、大阪
※上記旅行代金の他に各地空港税、燃油サーチャー
　ジ[約13,500円]が必要となります。
　（2016年6月24日現在）

旅行期間は雨季にあた
りますが、この時期は秋
の味覚松茸が豊富です。

ブータン観光の要、ティンプー、パロそしてタクツァン僧院も見
学いただきます。
ハイライトはインド国境のハの村で、ブータンらしいゆったりと
した滞在と松茸に舌鼓。観光客が少ないシーズンとなりますの
で、地元の方々の素朴な生活ぶりもお楽しみください。

ブータン

▲ジョモラリ

ハ
パロ
ティンプー

●
●
●

▲写真提供：Earth & Sky Ltd ▲写真提供：Michinari Kagawa

募集中

ご案内

ポイント

※左記旅行代金の他に各地空港税[約7,000円]が必要となります。
　（2016年6月24日現在）

追加募集中！！ 催行決定催行決定

催行決定催行決定


