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①　ネパールヒマラヤ山脈展望と世界遺産観光　　６日間
カトマンズ - ポカラ間　航空機移動　　 費用概算　２０万円

国際線運賃概算 90000円 （各自支払い）
現地費用概算 110000円 実費精算

２０１９年　
期日 曜日 行動概要 宿泊 食事
１０月 成田、中部、関空、福岡から、大韓航空の朝便で出発。 朝　ーーー
２１日 月 仁川でKE695便に乗り換え、当日１7：５０カトマンズ（１３４０ｍ）着 サンセット 昼　機内食

サンセットビューホテルで結団式。 ビュー 夕　軽食
早朝、専用車と、ロープウエイでチャンドラギリ（２５４０ｍ）展望台からの 朝  ビュフェ

２２日 火 ヒマラヤの眺望楽しみ、（またはオプションで朝エヴェレスト ポカラ 昼　ダルバート
マウンテンフライト）、昼便で空路ポカラ（９００ｍ）空港近くの5星ホテル グランデ　 夕　ビュフェ
午前中湖畔散策、山岳博物館、チベッタンキャンプなど市内観光 朝　ビュフェ

２３日 水 フェワ湖畔のレストランで昼食。午後３時駒ヶ根友好公園で慰霊祭、 ポカラ　 昼　中華
５時半からホテルで懇親会 グランデ 夕　宴会
午前便で空路カトマンズ。世界遺産パタン観光、サンセットビュー 朝  ビュフェ

２４日 木 ホテルで昼食。バクタプール経由、ナガルコット（２１００ｍ）のヒマラヤ クラブ 昼　蕎麦定食
山脈を望む展望ホテルに投宿。 ヒマラヤ 夕　ビュフェ
ホテルから黎明のヒマラヤ（ランタン、ジュガール山群）の眺望を堪能。 朝　ビュフェ

２５日 金 専用車でバクタプル、カトマンズ世界遺産観光。 機中泊 昼　イタリアン
大韓航空KE696　１９：４０　カトマンズ発。 夕　機内食
仁川で乗継 朝　機内食

２６日 土 正午頃帰国。解散。

３か所の絶景ポイントからヒマラヤ山脈を展望し、ネパールの世界遺産の古都パタン、バクタプールも訪れます。
評判の良いホテルを選び、国際色、ローカル色取り混ぜてバラエティに富んだお食事を手配いたします。
費用概算に含まれるもの;　
カトマンズ往復エコノミークラス国際航空運賃（燃油サーチャージ含む）、現地航空運賃、バス、車チャーター。
ホテルの二人部屋料金（１人部屋指定は追加料金18000円が発生します）。
現地観光ガイド料金。入域料、トレッカー登録料。食事。
費用概算に含まれないもの；
アルコール飲料代、ホテル客室内ミニバー、観光地の入場料等。ガイドへのチップ。オプションの
マウンテンフライト（約25000円）。パスポート、ビザ取得、海外旅行傷害保険。

9月20日までに参加申し込み金50000円を指定口座にお振込みいただき、予約前渡金等の支払いと現地費用充当
します。現地費用概算の残額をカトマンズ到着時日本円でお支払いいただき、事後実費用に基づいて清算します。

キャンセル：日本出国1か月前以降（発券後）のキャンセルは国際航空券はほとんど返金されませんが、
お預かりした現地費用は、支払済みの費用、違約金等を除いてできるだけお返しいたします。
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②　アンナプルナ連峰南面、高原ロッジ１泊ハイキング　　　　９日間
費用概算　約２０万円

国際線運賃概算 90000円 （各自支払い）
現地費用概算 110000円 実費清算

２０１９年
期日 曜日 行動概要 宿泊 食事

成田、中部、関空、福岡から、大韓航空の朝便で出発。 朝　ーーー
10月21日 月 仁川でKE695便に乗り換え、当日１7：５０カトマンズ（１３４０ｍ）着 サンセットビュー 昼　機内食

サンセットビューホテルで結団式。 夕　軽食
朝食後専用車でポカラ（９００ｍ）に向けて出発。 朝 ビュフェ

２２日 火 途中ドライブインで昼食。 ポカラグランデ 昼　ダルバート
空港付近のホテル泊。 夕　ビュフェ
午前中湖畔散策、国際山岳博物館、チベッタンキャンプなど市内観光 朝　ビュフェ

２３日 水 フェワ湖畔のレストランで昼食。 ポカラグランデ 昼　中華
午後3時,駒ヶ根友好公園で慰霊祭、午後5時半からポカラグランデで懇親会 夕　宴会

午前９時専用車で約1時間、カーレ（１７５０ｍ）。 朝　ビュフェ
２４日 木 徒歩約１．５時間でオーストラリアンキャンプ（２０００ｍ）。 オーストラリアン　 昼　アラカルト

ロッジ泊。 キャンプ 夕　 アラカルト
早朝アンナプルナ山群黎明の景観を堪能。往路を戻りカーレから専用車でポカラ。 朝   軽朝食

２５日 金 午後便で空路カトマンズ。 サンセットビュー 昼　 洋軽食
ホテルで夕食。 夕　和食
チャーター車で朝チャンドラギリ展望台往復、（またはオプションでエヴェレスト 朝  ビュフェ

２６日 土 マウンテンフライト）、マハラジガンジSM、ファーマーズマーケット。昼食後、 サンセットビュー 昼   アラカルト
ナラヤンヒティ見学、ダルバールスクエア、タメル散策。 夕　ネパリ
チャーター車で世界遺産パタン、バクタプル観光。 朝  ビュフェ

２７日 日 昼食後ナガルコットの展望ホテルにチェックイン。 クラブヒマラヤ 昼   アラカルト
夕　 ビュッフェ

ホテルからヒマラヤ（ランタン、ジュガール山群）の黎明を堪能。 朝  ビュフェ
２８日 月 チャーター車でカトマンズ。世界遺産スワヤンブナート、ボダナート、パシュパティ 機中泊 昼 イタリアン

ナート、遅い昼食。　大韓航空　KE696　カトマンズ発１９：４０。 夕　機内食
仁川で乗継 朝　機内食

２９日 火 正午頃、成田、中部、関空に帰着。解散。

ハイキングの履物はスニーカー程度で十分です。現地住民の暮らしぶりに、触れることができます。
ガイド、ポーターが随きますのでほぼ手ブラで行けます。最高宿泊標高は２０００ｍなので高山病の心配はありません。

費用概算に含まれるもの;　
成田、中部、関空からカトマンズ往復エコノミークラス国際航空運賃（燃油サーチャージ含む）、現地航空運賃、バス、車チャーター代。
ホテルの二人部屋料金（１人部屋指定は追加料金（約25000円）が発生します）。現地観光ガイド料金。
ロッジ宿泊二人部屋料金（１人部屋指定はできない場合があります）。トレッキング日本語ガイド、ポーター（荷物８キロまで）料金。食事。

費用概算に含まれないもの；
アルコール飲料代、ホテル客室内ミニバー、観光地の入場料等。ガイドへのチップ。オプションのマウンテンフライト（約25000円）。
パスポート、ビザ取得、海外旅行傷害保険。

9月20日までに参加申し込み金50000円を指定口座にお振込みいただき、予約前渡金等の支払いと現地費用充当いたします。
現地費用概算の残額をカトマンズ到着時日本円でお支払いいただき、事後実費用に基づいて事後清算いたします。
キャンセル：日本出国1か月前以降（発券後）のキャンセルは国際航空券はほとんど返金されませんが、お預かりした現地費用は、。
支払済みの費用、違約金等を除いてできるだけお返しいたします。
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③　アンナプルナ北西面、ダウラギリ東面、ニルギリ西面展望　９日間
タサンビレッジ連泊　（カトマンズ、ポカラ間空路移動） 費用概算　２７万円

国際線運賃概算 90000円 （各自支払い）
現地費用概算 180000円 実費ベース清算

２０１９年
期日 曜日 行動概要 宿泊 食事
10月 成田、中部、関空、福岡から、大韓航空の朝便で出発。 朝　各自
21日 月 仁川でKE695便に乗り換え、当日１7：５０カトマンズ（１３４０ｍ）着 サンセットビュー 昼　機内食

サンセットビューホテルで結団式。 夕　軽食
朝食後専用車でチャンドラギリ展望台（２５４０ｍ）。昼食後空路ポカラ（９００ｍ）。 朝　 ビュフェ

２２日 火 空港付近のホテルにチェックイン。 ポカラグランデ 昼　ネパリビュフェ
夕　ビュフェ

早朝サランコット展望台、世界平和祈念塔、または国際山岳博物館など観光 朝　ビュフェ
２３日 水 フェワ湖畔のレストランで昼食。午後３時,湖畔の駒ヶ根友好公園で慰霊祭、 ポカラグランデ 昼　中華

夕刻からポカラグランデで懇親会 夕　ビュフェ
早朝の便で空路ジョムソン（２７２０ｍ）、四駆でマルファ河口慧海記念館 朝　ビュフェ

２４日 木 経由、ナウリコット（２６００ｍ）、タサンビレッジ。 タサンビレッジ 昼　 定食
チェックイン後、ツクチェ集落まで散策。 夕　 和食

朝   定食
２５日 金 ダウラギリ、アンナプルナ、ニルギリの景観良いショコンレイクへのハイキング。 タサンビレッジ 昼　 ランチ箱

（ダウラギリ東氷河） 夕　 定食
朝食後四駆でジョムソン。午前便で空路ポカラ。 朝  　定食

２６日 土 （フライトキャンセルの場合四駆でベニ、タクシーでポカラ） ポカラグランデ 昼　未定
ポカラ市内のホテルに投宿。 夕　アラカルト
朝便で空路カトマンズ。専用車で世界遺産の古都パタン観光。サンセットビュー 朝  　ビュフェ

２７日 日 ホテルでヒマラヤ蕎麦定食の昼食。バクタプール経由、 クラブヒマラヤ 昼   アラカルト
ナガルコット、ホテル泊。 夕　 ビュフェ
ヒマラヤ（ランタン、ジュガール山群）の黎明を堪能。（オプションで 朝  　ビュフェ

２８日 月 エベレストマウンテンフライト）。チャーター車でカトマンズ世界遺産観光。 機中泊 昼   イタリアン
大韓航空　KE696　カトマンズ発１９：４０。 夕　 機内食
仁川で乗継 朝　 機内食

２９日 火 正午頃、成田、中部、関空に帰着。解散。

ハイキングはスニーカー程度で十分です。ガイドがポカラから同行ご案内します。
最高宿泊標高は２６００ｍなので高山病の心配はありません。
ポカラ ー ジョムソン間のフライトがキャンセルになった場合は日程維持のためタクシーと四駆を乗り継ぎポカラとナウリコット間を
陸路移動します。
費用概算に含まれるもの;　
成田、中部、関空からカトマンズ往復エコノミークラス国際航空運賃（燃油サーチャージ含む）、現地航空運賃、バス、車チャーター代。
ホテル、ロッジの二人部屋料金（１人部屋指定は追加料金56000円が発生します）。現地観光ガイド料金。
ロッジ宿泊二人部屋料金（１人部屋指定はできない場合があります）。ガイド、ポーター（荷物８キロまで）料金、食事。
費用概算に含まれないもの；
食事時のアルコール飲料代、ホテル客室内ミニバー、観光地の入場料等。オプションのマウンテンフライト。
9月20日までに参加申し込み金50000円を指定口座にお振込みいただき、予約前渡金等の支払いと現地費用充当いたします。
現地費用概算の残額をカトマンズ到着時日本円でお支払いいただき、実費用に基づいて事後清算いたします。
キャンセル：日本出国1か月前以降（発券後）のキャンセルは国際航空券はほとんど返金されませんが、お預かりした現地費用は、。
支払済みの費用、違約金等を除いてできるだけお返しいたします。
＊ロッジ　タサンビレッジはかつて山岳部顧問を務められた故氏原暉夫先生の研究室に留学していた、故ゴクール・シン・トラチャンの
実弟が故郷で経営しているロッジです。
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④アンナプルナ北東　マルシャンディ上流　ロッジ泊トレッキング　　１３日間
ポカラ慰霊祭参加、アンナプルナⅡＢＣ（ピサン）メモリアルケルン訪問 費用概算　２５万円

国際線運賃概算 90000円 （各自支払い）
２０１９年 現地費用概算 160000円 実費清算

期日 曜日 行動概要 ホテル・ロッジ 食事
成田、中部、関空、福岡から、大韓航空の朝便で出発。 朝　　各自

10月21日 月 仁川でKE695便に乗り換え、当日１7：５０カトマンズ（１３４０ｍ）着 サンセットビュー 昼　機内食
サンセットビューホテルにて結団式。 ホテル 夕　軽食
朝食後専用車でポカラ（９００ｍ）に向けて出発。 朝 ビュフェ

２２日 火 途中ドライブインで昼食。 ホテルアイスランド 昼　ダルバート
レイクサイドのホテルに投宿。 夕　中華
午前中トレッキング準備 朝　ビュフェ

２３日 水 午後,フェワ湖畔のコマガネ友好公園で慰霊祭 ホテルアイスランド 昼　イタリアン
夕刻からホテルバラヒで懇親会 夕　ビュフェ
ポカラからチャーター車でガイドとともにベシサハールで昼食。　 朝　ビュフェ

２４日 木 四駆に乗り換えダラパ二。 ロッジ・ダラパ二 昼　ダルバート
夕　 アラカルト

四駆車でマルシャンディ渓谷北上 朝　 軽食
２５日 金 ロ―ワ―　ピサン（３２００ｍ）、ロッジ泊。 ロッジ・ピサン 昼　 アラカルト

（ポーターはバスでポカラを発つ） 夕　 アラカルト
アンナ２峰メモリアルケルン（３５００ｍ）往復　（約３時間） 朝　 軽食

２６日 土 ピサン、ロッジ泊。 ロッジ・ピサン 昼　 アラカルト
夕　 アラカルト

ポーターが合流。ガイドとポーターとともにトレッキング開始、 朝　 軽食
２７日 日 マルシャンディ右岸を約３時間でマナン（３５４０ｍ）。　 ロッジ・マナン 昼　 アラカルト

（ランドリー、ベーカリー、薬局、雑貨店等あり） 夕　 アラカルト
マナン周辺散策またはアイスレーク（４６００ｍ）へ日帰り 朝　 軽食

２８日 月 ハイキング ロッジ・マナン 昼　 パックランチ
夕　 アラカルト

展望のよいマルシャンディ左岸のハイルートをナワル、 朝　 軽食
２９日 火 ギャル（３６７０ｍ）方面に辿る（約４時間）ギャル、ロッジ泊 ロッジ・ギャル 昼　 ダルバート

夕　 アラカルト
アパー　ピサン（３３００ｍ）から　ロ―ワ―　ピサン（３２００ｍ） 朝　 軽食

３０日 水 に下り四駆でベシサハール（約７時間） ベシサハール 昼　 アラカルト
ポーターはバスでカトマンズに帰る ホテル 夕　 中華
チャーター車でカトマンズ 朝　 軽食

３１日 木 （約８時間）ホテルへ直行 サンセットビュー 昼　ダルバート
サンセットビューホテルで夕食 ホテル 夕　和食

１１月 世界遺産バクタプル観光　 朝　ビュフェ
１日 金 またはエベレストマウンテンフライト(OP) 機中泊 昼　アラカルト

大韓航空　KE696　カトマンズ発１９：４０。 夕　機内食
仁川で乗継 朝　機内食

２日 土 正午頃、成田、中部、関空に帰着。解散。

トレッキングコース難易度：　初級
行程中の宿泊最高標高は３６７０ｍですが日数をかけて到達しますので高山病の心配はほとんどありません。
トレッキング中は４人パーティにつき、日本語ガイド１名とポーター２名が同行しますので各人１３キログラムまでの荷を
預けることができます。マナンでは衣類、食品、日用品、医薬品、消耗品の購入、靴の修理も可能で、洗濯を頼めます。
１日の行動時間は４-5時間程度で、自分のペースでゆっくりと歩くことができます。大きな高低差はなく、道もよく整備されており、
ローカットのトレッキングシューズで十分行動できます。アイスレークまで行くにはハイカットのトレッキングシューズ。
ピサン、マナンではホットシャワーも使用できます（有料）。ロッジには毛布などの寝具が備わっていますが、自分専用の寝袋を
カトマンズでレンタルまたは購入できます。事前にお申し込みください。
費用概算に含まれるもの;　カトマンズ往復国際航空運賃（燃油サーチャージ含む）、現地航空運賃、バス、車チャーター。
ホテルの二人部屋料金（１人部屋指定は追加料金20000円が発生します）。現地観光ガイド料金。ロッジ宿泊二人部屋料金
（ロッジでは１人部屋指定はできない場合があります）。トレッキング日本語ガイド、ポーター（荷物１３キロまで）料金、食事代。
費用概算に含まれないもの；食事時のアルコール飲料代、ホテルミニバー、観光地の入場料等、マウンテンフライト（25000円）。
トレッキング用品のレンタル代、有料シャワー代、ランドリー代。パスポート、ビザ取得代。
9月20日までに参加申し込み金50000円を指定口座にお振込みいただき、予約前渡金等の支払いと現地費用充当いたします。
現地費用概算の残額をカトマンズ到着時日本円でお支払いいただき、事後実費用に基づいて清算いたします。
キャンセル：日本出国1か月前（発券）以降のキャンセルは国際航空券はほとんど返金されませんが、お預かりした現地費用は、
支払済みの費用、違約金等を除いてできるだけお返しいたします。



⑤ロッジ泊、トロン峠（５４１６ｍ）越えアンナプルナ周回トレッキング、１７日間 2019/8/1
ポカラ慰霊祭参加、アンナプルナⅡメモリアルケルン訪問、 費用概算　３０万円

国際線運賃概算 90000円 （各自支払い）
２０１９年 現地費用概算 210000円 実費ベース清算
期日 曜日 行動概要 宿泊 食事

成田、中部、関空、福岡から、大韓航空の朝便で出発。 朝　ーーー
２１日 月 仁川でKE695便に乗り換え、当日１7：５０カトマンズ（１３４０ｍ）着 サンセットビュー 昼　機内食

サンセットビューホテルで結団式。 夕　軽食
朝食後専用車でポカラ（９００ｍ）に向けて出発。 ポカラ 朝 ビュフェ

２２日 火 途中ドライブインで昼食。 ホテルアイスランド 昼　ダルバート
ポカラ市内のホテルに投宿。 夕　中華
午前中トレッキング準備 朝　ビュフェ

２３日 水 午後,湖畔の駒ケ根友好公園で慰霊祭 ホテルアイスランド 昼　イタリアン
夕刻からポカラ・グランデで懇親会 夕　ビュフェ
ポカラからチャーター車でガイドとともにベシサハールで昼食。　 朝　ビュフェ

２４日 木 四駆に乗り換えダラパ二。 ダラパ二 昼　ダルバート
ロッジ 夕　 アラカルト

四駆車でマルシャンディ渓谷北上（ポーターはバスでポカラを発つ） 朝　 軽食
２５日 金 ロ―ワ―　ピサン（３２００ｍ）、ロッジ泊。 ロ―ワ―ピサン 昼　 アラカルト

ロッジ 夕　 アラカルト
アンナ２峰メモリアルケルン（３５００ｍ）往復　（約３時間） 朝　 軽食

２６日 土 ピサン、ロッジ泊。 ロ―ワ―ピサン 昼　 アラカルト
ロッジ 夕　 アラカルト

ポーターが合流。ガイドとポーターとともにトレッキング開始、 朝　 軽食
２７日 日 マルシャンディ右岸ルートをマナン（３５４０ｍ）。　（行動約３時間） マナン 昼　 アラカルト

（ランドリー、ベーカリー、薬局、雑貨店、靴修理等あり） ロッジ 夕　 アラカルト
高度順応ハイキング、アイスレーク（４６００ｍ）往復。 朝　 軽食

２８日 月 （行動約８時間） マナン 昼　 携行食
ロッジ 夕　 アラカルト

見晴らしの良い開けた斜面をゆっくりと高度を上げる 朝　 軽食
２９日 火 ヤクカルカ（４０１８ｍ）又はレダー（４２００ｍ）ロッジ泊（行動４－５時間） ヤクカルカ 昼　 アラカルト

ロッジ 夕　 アラカルト
高度が上がるにつれて視界が広がる。トロンフェディ（４４５０ｍ） 朝　 軽食

３０日 水 又はハイキャンプ（４９２５ｍ）泊　（行動４－５時間） トロンフェディ 昼　 アラカルト
ロッジ 夕　 アラカルト

早起きし、未明朝食後、ヘッドランプを付けて出発。 朝　 軽食
３１日 木 トロン・パス（５４１６ｍ）をこえ、西側フェディ（４８００ｍ）で昼食、ムクチナート ジョムソン 昼　ダルバート

（３７００ｍ）。四駆でジョムソン（２７２０ｍ）泊。（行動８－９時間） ロッジ 夕　アラカルト
１１月 四駆チャーターでベニ。 朝　軽食
１日 金 タクシーに乗り換えポカラ。 アイスランド 昼　ダルバート

トレッキングガイド、ポーターと別れ、ホテル泊。 夕　ビュフェ
朝　ビュフェ

２日 土 （予備日）ポカラで休養。 アイスランド 昼　（未定）
夕　（未定）

専用車でカトマンズ。 朝　ビュフェ
３日 日 ホテルへ直行。 サンセットビュー 昼　ダルバート

夕　和食
朝　ビュフェ

４日 月 （予備日）　休養または世界遺産観光 サンセットビュー 昼　（未定）
夕　（未定）

午前中チャンドギリ展望台　（オプションで朝のエベレストマウンテンフライト可能） 朝　ビュフェ
５日 火 （昼食はサンセットビューホテルでヒマラヤ蕎麦定食） 機中泊 昼　蕎麦

大韓航空　KE696　カトマンズ発１９：４０。 夕　機内食
仁川で乗継 朝　機内食

６日 水 正午頃、成田、中部、関空に帰着。解散。
難易度：中級　行程中５４１６メートルのトロン峠越がありますので時間をかけて徐々に高度に体を慣らします。トロン峠越前夜の宿泊は
ガイドが状況を見て宿泊場所を決めます。標高の高いところでは、朝晩は氷点下になりますのでハイカットのトレッキングシューズ、防寒着、
靴下、手袋、帽子、サングラス、寝袋が必要です。ピッケル不要、念のため軽アイゼン、トレッキングポールの使用が望まれます。
トロン・パスの地形は広く傾斜が緩いので高所障害などの際は馬に乗って越えることもできます（有料）。ピサンからジョムソンまでは
ガイドとポーターがおともします。ロッジ混雑時は食事時間節約のため同一メニューにしていただく場合があります。.
ピサン、マナン、ジョムソンではホットシャワー（有料）が使用できます。ロッジには毛布などの寝具が備えてありますが、自分専用の寝袋を
持参するか、もしくはレンタルできますので事前にお申し込みください。
費用概算に含まれるもの：エコノミークラス国際航空運賃（燃油サーチャージ含む）、現地航空運賃、バス、車チャーター代。
ホテルの二人部屋料金（特定ホテル指定、１人部屋指定は追加料金３００００円が発生します）。現地観光ガイド料金。ロッジ二人部屋料金
トレッキング日本語ガイド、ポーター（荷物１３キロまで）料金、食事代。
費用概算に含まれないもの；食事時のアルコール飲料代、ホテル客室内ミニバー、観光地の入場料等、オプションのマウンテンフライト、貸馬
トレッキング用品のレンタル代、有料シャワー代、ランドリー代、レスキューヘリ、トレッキングガイド、ポーターへのチップ。
9月20日までに参加申し込み金50000円を指定口座にお振込みいただき、予約前渡金等の支払いと現地費用充当いたします。
現地費用概算の残額をカトマンズ到着時日本円でお支払いいただき、事後実費用に基づいて清算いたします。
キャンセル：日本出国1か月前（発券）以降のキャンセルは国際航空券はほとんど返金されませんが、お預かりした現地費用は、
支払済みの費用、違約金等を除いてできるだけお返しいたします。
心肺機能、脚力強化のためのトレーニングをお続けください。




