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「世界の山 ・ トレッキング」が完成しました。昨年好評だった「チョモランマＢＣ」、 「ハワイ島」、 「スリラン
カ」、 「カナダ」などの地域を中心に是非一度は訪れていただきたい ・ 見ていただきたい選りすぐりの
コースばかりです。
今回、掲載できなかったコース（ブータンのフォレストキャンプなど）、新企画（タイ、フィリピンのトレッキン
グ、南極クルーズなど）もホームページ、ヒマ観ニュースなどで随時ご案内して参ります。
ご期待いただくと共にお見逃しのないように！！
皆様のご参加をお待ちしています。

旅の始まりはここから！ 東京本社 （新橋） 社内説明会のご案内
世界の山旅 ・ トレッキング 新作発表！説明会
秋から春のパンフレットの完成に合わ
せ、 説明会を開催します。
ご旅行計画の選定に、 新しい情報収
集に、 気軽にどうぞご参加ください。
９月１日 （火） １４ ： ００～１５ ： ３０
９月５日 （土） １１ ： ００～１２ ： ３０
９月８日 （火） １８ ： ３０～２０ ： ００

ネパール ・ トレッキングコース別説明会

参加無料 ・ 要予約

ツアー風景の写真などをご覧いただきながら経験豊富な当社社員による
トレッキング中の見どころ、 注意点などご説明します。

参加無料 ・ 要予約

９月１２日 （土） １１ ： ００～１２ ： ３０
特集 エベレスト街道 ホテル ・ エベレスト ・ ビュー
９月１５日 （火） １４ ： ００～１５ ： ３０ 特集 アンナプルナ山群トレッキング
９月１７日 （木） １４ ： ００～１５ ： ３０ 特集 ５,０００ｍピーク登頂

ベストシーズンを迎える！ネパール ・ トレッキング説明会
ツアー説明会＆ミウラ ・ ベースキャンプ協力『低酸素室無料体験会』

参加無料 ・ 要予約

「ネパールの旅」パンフレットのツアー紹介に加え、恒例の標高４,０００m に設定された“低酸素室”無
料体験 （約３０分） をご用意しています。 『しっかりと準備をした安心安全な旅』 をモットーに専門知識
を持ったスタッフが的確にアドバイスします。
日時

８月２５日（火） １８ ： ３０～２０ ： ００
８月２９日（土） １４ ： ００～１６ ： ００

ネパール復興支援特別企画 写真展開催
モンベル リーフみなとみらい店

会場 東京 ・ 代々木 ミウラ ・ ベースキャンプ２階
ＪＲ代々木駅西口より徒歩８分

書籍のご案内

入場無料

８月１３日（木）－２３日（日）の期間、
世界各地を飛び回るリトアニア人女
流写真家、 グレタテュクテさんの写
真展が開催されます。
ヒマラヤの峰々と日本の山 ・ 富士山
の２つの地域の対比をお楽しみ頂け
る作品をご覧にぜひお出かけくださ
い。
主催 ： ネパール政府観光局日本代表部
協力 ： ヒマラヤ観光開発 （株）

アクセス みなとみらい線「みなとみらい駅」より徒歩約 5 分

ヒマラヤにホテルを３つ
－ネパール開発ヴィジョンを語る－

1,600 円
（税別）
中央公論新社

６月２５日に待望の宮原巍著 ・ 三作目が発売され
ました。ネパールとの出会い、 エベレストの見えるホ
テルから始まり、 カトマンズのホテル建設そして現
在着工中のサランコットのホテルまで次から次へと
アイデアが湧き、 それを実現するバイタリティ。折し
も大地震で注目されるネパール。どんな魅力に満
ちているのか？
この本には様々な角度からのネパール事情が語ら
れています。
購読ご希望の方は、 ヒマラヤ観光開発㈱へお問い
合わせください。

催事報告
第３回夏山フェスタ

（６月２０日－２１日開催）

名古屋で唯一の山岳関連イベント
だけあって山に対してとても感心の
ある方々が多数来場されました。
ブースでは、 「テレビで見た事ある
よ」 「一生に一度は行ってみたい」
など、 うれしいお声をいただきまし
た。
皆様、 ありがとうございました。

催行日 ： ６月１０日（水）
大菩薩峠
毎年この時期は天気とにらめっこ。塩山駅より上日川峠まで
車で入ると新緑の爽やかな天候でホッとする。
福ちゃん山荘からは雷岩をめざす。途中、 もう登りは終わり？の声に
反してまだまだ続く石ころの道。やっと雷岩に到着してお昼で一息。
最高地点を往復し、峠へ下る道は視界がひらけてとにかく気持いい。
来た道を振り返ると凄い岩場に見える箇所もあり、 頑張ったわねと、
皆さん大満足で下山となりました。
ヒマ観ニュース ２０１５年夏号

ネパール大地震
インターナショナル ・ カンファレンス参加報告
6/27 より 6/30 まで、カトマンズで「震災後の観光業を考える」国際会議がありました。
イギリス、ドイツ、オーストラリア、ロシア、デンマークなどのトレッキング会社が参加し、当
社は日本代表として議論に加わりました。会議にはネパール観光省、 トレッキング協会
のメンバーも参加し、 今年秋からの送客に向けて有意義な議論が交わされました。より
詳しくお知りになりたい方は FACEBOOK をご覧ください。（東京／高橋）

トレッキング ・ コース実地調査のご報告
6/25 より現地手配会社のトレッキングスタッフ
たちが一斉にルート視察に出発しました。ゴレ
パニ、 アンナプルナ内院、 ゴールデンパノラマ
ピーク （エベレスト街道ソル地方）、 ルクラから
上部のエベレスト街道 （ホテル ・ エベレスト ・
ビュールート、カラパタール、ゴーキョ、スリーパ
ス） など、 企画しているほぼ全ルートについて
調査しました。これらのトレッキングルート、 車
道、 宿泊地、 水場については、 現在ほぼ全域

で問題ないとの報告でした。
なお、 ルクラから上部のエベレスト街道につい
ては、 現時点で数か所土砂崩れが発生してい
ますが、 実地視察したスタッフの報告では雨
期明けまでにルートは復旧するとのことです。
前述の国際会議においても、 トレッキング協会
側より９月中に全てのルートで総点検を行うと
の発言がなされました。
例年、 ９月半ばまで雨季が続きます。この間、

被災地以外でも土砂崩れなどが発生する可
能性も否定できません。当社では継続して安
全の確認を行い、 自信を持ってお客様をお迎
えできる体制を整えます。
当社が企画しているコースについてご質問が
ございましたら、 お気軽にお問い合わせくださ
い。
※詳細報告については、 当社ホームページ
最新情報よりご覧ください。

今だからこそ・・・ネパール支援のため、是非ツアーにご参加ください。
４月２５日にネパールで起った大地震からすでに３ヶ月が経ちました。
表面上、人々の生活は平静になりつつありますが、まだ、テント生活な
ど不便な暮らしを強いられる人たちも数多く存在します。復興 ・ 再生
には、まだまだ長い年月がかかることでしょう。
その復興を支えるために何が必要かと考えた時、 もちろん支援金や
支援活動も大切な事ですが、 「ネパールを訪れていただく事」 も大切
な支援の一つとなります。

観光は、 ネパールにとって重要な産業の一つです。多くの人が観光 ・
旅行関係（旅行会社、 ホテル、 運送など）の仕事で生計を支えてお
り、その人たちを応援することが、将来の希望につながり、復興を持続
させる力となるのではないでしょうか。
前号でも書きましたが当社は「ネパールの観光開発を通じてネパール
の発展に寄与する事」 を目的に設立されました。この原点に立ち返り
ネパールを応援するために以下の事を行ってまいります。

① 正確な情報の発信

③ ネパール復興支援特別割引

当社では、 上記の通りトレッキングコースの実地調査を行いました。
現状では一部通過できない箇所もありますが、 多くの箇所は、 秋か
らのシーズンには、通行できるようになるとの見込みです。
この結果は既にホーム ・ ページで公開しています。ご関心のある
方は是非ご覧ください。
なお、 現在、 ネパールは雨季の最中で、 状況は変化する可能性が
あります。私共はこの実地調査を再度行い情報の更新を行いま
す。皆様のご旅行参加の判断材料としていただければ幸いです。

当社では、各種割引をご案内していますが、当社のネパールパンフ
レット掲載の年末出発 （１２月２６日～１２月３１日） を除く２０１５年
中にご出発のツアーにご参加の方には、 下記の割引を適用致しま
す。詳細につきましてはお問合せください。

② 参加者にＴシャツプレゼント

④ 支援物資運搬の協力
今回の地震に当たりネパール関連団体より支援物資などの運搬を
依頼され、ツアー催行時に預かった荷物をネパールまで添乗員が

旅行企画・実施
観光庁長官登録旅行業1014号／日本旅行業協会正会員

大阪／〒530-0001

総合旅行業務取扱管理者

２．早期割引 ￥５,０００
ご出発の３ヵ月前 ⇒ ご出発の２カ月
※１０月中に出発のツアーは８月末までのお申し込分みまで適用。

今のネパールは、 外国人の観光客が訪れてくださることが励みと
なっています。「今だからこそ、 ネパールに来ていただきたい」と言う
気持ちが観光に携わる人たちにとっての心からの願いです。そこで、
この秋のシーズンにネパール ・ ツアーにご参加いただいた方に感謝
の気持ちを込めて、Ｔシャツをプレゼントします。
対象 ： 当社のネパールパンフレット掲載の２０１５年内のツアーへの
ご参加者

東京／〒105-0004

１．リピーター割引
￥５,０００ ⇒ ￥１０,０００

堀内俊秀

東京都港区新橋3-26-3 会計ビル5階
TEL 03-3574-9292
FAX 03-3574-6957
大阪府大阪市北区梅田1-11-4-500 大阪駅前第4ビル5階3号
TEL 06-6346-0360
FAX
06-6346-0465

３．グループ割引＆家族割引
⇒ ２名様以上のご参加で

ペア割引￥５,０００（お一人様）

４．モンベル会員割引 ￥３,０００
＊＊＊最大２万円まで併用可！＊＊＊

運ぶ場合があります。ご参加者の受託手荷物 （機内預け荷物） の無
料手荷物許容量（３０kg）の一部（最大５kg 程度）を使用させていた
だく場合がございます。その際は、 何卒、 ご協力くださいますようお願
い致します。

Eメール（東京）：info@himalaya-kanko.co.jp
Eメール（大阪）：osaka@himalaya-ka nko.co.jp
ホームページ：http://www.himalaya-ka nko.co.jp
Facebook:http://facebook.com/him a ka n

