
マナスル 8163m プンギ 6538m

ビムタンの夜明け

ツラギ 7059m

 

10/19（金） 朝 東京・関西  香港乗継  夜 カトマンズ  ホテル    －機機 

10/20（土） カトマンズ  ベシサール 960m (約 6～7h)                   朝昼夕 

10/21（日） ベシサール  ダラパニ 1860m(約 4h)  ゴア 2575m（約 3h） 朝昼夕 

10/22（月） ゴア  ビムタン 3630m (6.5h)  二連泊                      朝昼夕 

10/23（火）  ポンカール湖 4250m 往復 (約 5h) （ビムタン居残り可）      朝昼夕 

10/24（水） ビムタン  ティリジェ 1930m（約 7h）                     朝昼夕 

10/25（木） ティリジェ  ダラパニ(約 1.5h)  ベシサール（約 4h）      朝昼夕 

10/26（金） ベシサール  ポカラ（約 4h）（着後自由行動）               朝昼夕 

10/27（土）  サランコットの丘往復後  カトマンズ 深夜 カマンズ発  朝×夕 

10/28（日）  香港乗継  午後 東京・関西着 （解散）                   機機－ 

 

国井雅比古氏（くにいまさひこ）プロフィル  

1949年山梨県都留市生まれ。 

元ＮＨＫエグゼクティブアナウンサー。 

「プロジェクト X」「ラジオ深夜便」など 

NHK を代表する番組を数々担当。 

人気番組「小さな旅」では 10数年にわた 

り日本全国津々浦々を回り、多くの山々も 

取りあげて心身の健康づくり、自然との共 

生などを発信してきた。 

旅や登山の番組制作での多くの体験が 

トレッキングの原動力になっています。 

澄んだ空気と秋空が広がる秋のヒマラヤ。 

ベストシーズンに多数の皆様のご参加を 

お待ちしております。現、協会会長。 

 
50才からのトレッキングを応援します     ゆっくり・のんびり、そして安全なトレッキング    富士国際旅行社の海外外トレッキング 2018 
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発着地 レベル 宿泊 高度障害の影響 高所対応機器 最少催行人数 
 

2008S 東京・関西 A ロッジ なし 携行なし 
 

15名 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
1956 年（昭31）槙 有恒隊長率いる日本山岳会隊は 

未踏峰マナスル(8163m)の初登頂に成功し、日本は  

もとより世界を湧かせました。 
 
この快挙は日本に急速に広がった登山ブームの引金ともなり、今なお日本の登山愛好者にとってマナスルは思いの深い山です。 

その山裾の小村ビムタンは、マナスル西壁、ヒムルンヒマール、チェオヒマール、ペリ山群の好展望地。年々ベシサールから山岳

道路が延び、短日数で訪れやすくなりました。 
 
ビムタンに２連泊、さらにポンカール湖に遊び、湖面に映る逆さマナスルや大パノラマの眺望を満喫します。 

復路は素敵な小都市ポカラを訪れます。サランコットの丘から眺望する聖山マチャプチャレ(6993m)、アンナプルナ(8091m)、

ダゥラギリ(8167m)を加え、8000m峰三座を眺望します。 

ポンカール湖 4250m に映るマナスル 

NPO 法人日本トレッキング協会（トレッキングツアー企画・協賛） 
  

「トレッキングをこの国の文化に」と 2002 年に設立されトレッキングの啓蒙、トレッキングトレイル認定、会員・団体の交流の場・機会 

の提供など数々の活動を続けている。また過去３回の海外トレッキングの実績があります。今回ヒマラヤに行こうという国井会長の掛け声

のもとこの企画が生まれた。初めての会長参加、トレッキングに加え国井会長との語らいも楽しみです。 

 

ゲスト 国井雅比古氏 



 

 旅行条件（要約） 

その一部を記載しますが、お申込の前に別途旅行約款など詳細資料をお渡ししますので必ずお読み下さい 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

下記旅行会社が参加者募集、ツアー実施を行います。詳しい資料請求、お問合せ、参加申込みは直接富士国際旅行社にお願い致します。 

 

Copyright (C) 2018 FUJI INTERNATl0NAL TRAVEL SERVICE, LTD. All Rights Reserved 

 
◇ 発 着 空 港: 東京（成田/羽田）・関西空港（その他空港発はお問合せ下さい） 

※ 東京発の成田・羽田の指定は出来ません。  

◇ 申 込 金:  50,000円/人 （旅行代金の一部になります 

◇ 申込締切り: ９月中旬を予定（催行人数に達し次第締切る事があります） 

◇ その他費用: 空港施設利用料 成田/2,610 円又は羽田/2,670 円・関西/ 

3,040 円、・カトマンズ/3,920 円・香港空港建設協力費/3,500 円・燃 

油サーチャージ/11,400 円、航空特別保安税/1,400 円（キャセイ航空 

2018/1/31 迄有効の金額で以降原油価格及び為替レートの変動、他航 

空会社利用になった場合適用額が変動します 

ネパールビザフィー/3,000 円、同取得代行料/4,320 円 

      （パスポートの有効期限の残 6 カ月以上必要です） 

◇ 食 事: 朝 8 回、昼 7 回、夕 8 回（機内食は除く） 

食事内容は日程表記載（都市部の食事は現地事情により変更もありま 

す） 

◇ 最少催行人数: 15名 （最少催行人数に満たないで催行する場合添乗員同行 

条件に変更が出る事がありますので、予めご諒承下さい） 

◇ 添 乗 員: 東京から東京までの間、添乗員が同行します 

（東京以外の空港からのご参加者は日本・香港間はご自身での移動とな 

ります） 

◇ 同行ゲスト: 日本トレッキング協会会長国井雅比古氏に加え、同協会スタッ 

フも同行予定 

◇ 行動範囲標高: 760m（ベシサール）～3,630m（ビムタン）、 

4,250m（ポンカール湖に行く方） 

◇ 高山病の影響: ありません（参考ご案内） 

◇ 最高宿泊標高: 3,630m（ビムタン） 

◇ ツアーレベル:   一般コース コースの大半が最高宿泊標高も 3,000ｍ台 

迄で高山病の影響もほぼありません。コースの宿泊、山道の状況が良 

く一日の高低差などが比較的小さい日帰り登山の経験があれば参加 

可能ですが、短い小屋泊まりの山行経験があればなお良い（目安です） 

◇ 利用航空会社: キャセイ・パシフィック航空・香港ドラゴン航空（タイ航空） 

◇ 利用ホテル: ホテル・ギャンジョン（カトマンズ）、ホテル・ランドマーク・ 

ポカラ（ポカラ）又は同等クラスホテル 

◇ オプション: 申込書にて申込み下さい（出発前日本でのお申込となります） 

●ホテル一人部屋利用代金/（カトマンズとポカラ）/20,000 円（相部屋可） 

● パーソナル・ポーター/45,000 円（皆様に同行し行動中の荷物を運びます） 

● カトマンズ世界遺産半日観光/（ボゥダナートとスワヤンブナート 2 か所） 

10,000円/人 参加 2 名様以上から催行 

◇ その他の条件: 航空会社による運航便の見直し（運航日の変更、運航の中止） 

が時として発生する事があります。記載の日程、行程については 2018 

年 1 月 31 日現在における条件に基づいておりますので、上記の事情に 

より催行の際に出発日や利用便に変更が出た場合、お客様に通知した上 

で当社は最善の手配を致します。予めご諒承下さい 

A 

◇ その他サービス:  

●（空港宅配）参加者全員にご自宅/出発空港まで手荷物を無料宅配致します 

（往路のみ、申込みは不要です） 

●（現地通貨両替）往路カトマンズ到着が夜間の為両替出来ませんので現地で   

1 万円相当分のルピーをご用意します（参加申込書で申込み） 

◇ 旅行代金に含まれるもの（旅程表記載の項目でその一部を記載します） 

(1) 利用交通機関運賃・料金、航空運賃（エコノミー）、宿泊代金（2 人部屋）  

(2) 送迎バス代金（空港と宿泊ホテル間）及びトレッキング中の移動バス代金 

(3) 食事料金及び税・サービス料金（機内食は旅行代金に含みません） 

(4) 運輸機関の定める規定重量、容積、個数以内の手荷物運搬料金・30Kg/2 

個まで/3 辺の合計が 203cm まで（キャセイ航空国際線区間） 

(5) トレッキング国立公園入域料、トレッキング許可料、シュラフやダッフル 

バックレンタル料、ガイドや共同ポーター費用（パーソナル・ポーターを

除く） 

(6) 団体行動中のチップ、心付け 

 (7) 添乗員経費 

●（ご注意） 上記費用はお客様の都合により、一部利用されなくても原則とし 

て払い戻しの対象とはなりません 

◇ 旅行代金に含まれないもの （その一部を記載します） 

(1) 渡航手続諸経費 

(2) 日本国内における自宅から発着空港間の交通費、前・後泊宿泊費 

(3) 燃油サーチャージ、特別航空保安税、各地空港諸税、ビザフィー、ビザ取 

得代行料、ホテル一人部屋利用代金 

(4) 超過手荷物料金（規定重量、容積、個数を超える分の料金） 

(5) 個人のクリーニング代、電報・電話料、ホテルのルームボーイ・メイド等 

へ特段の用件を依頼した場合のチップ、飲物など追加飲食費、ロッジでの 

温水シャワー使用など個人的諸費用及びそれに伴う税・サービス料金、（枕 

銭は不要） 

(6) 海外旅行保険料、傷害、疾病に係わる医療費 

(7) オプショナルツアー料金（別料金で募集する小旅行） 

(8) ネパール国内線の欠航などにより代替輸送機関を使用した場合はその運 

賃、自己理由により予約帰国便に搭乗出来なかった事による帰国航空券の 

再購入費用 

(9) お客様のご意思で支払う現地スタッフへの少額のチップ（心づけ）/目安 

金額、支払タイミングなどは別途ご案内します 

 

★ ご旅行条件に加え、ヒマラヤのトレッキングツアー特有の条件がございます 

「トレッキングツアーに関する特別なお願い」をお渡ししますので必ずお読

みになり、ご諒承の上でご参加申込み下さいますようお願い申し上げます 

・ 旅行実施 
・ お申込先 

101-0065 2-7-14 1F  03-6272-5382

E-mail :  i n fo@j - t rek . j p h t tp : //j - t rek . j p/

2011/10 アンナプルナ内院 

2013.10 ナムチェとタンボチェ 
 

日本トレッキング協会企画ヒマラヤトレッキングの歩み 

2015.10 アンナプルナ 

開 催 日  ①  4月 12日（木） 

②  5月 17日（木） 

③  ７月 26日（木） 

 

開始時間 13 時 30 分～（13 時開場） 

会 場 株式会社富士国際旅行社 

予 約 制 事前にご予約下さい 

予約方法  03-3357-3377 

Eﾒー ﾙ  : nakano@f i ts - tyo .com  

住   所 東京都新宿区新宿 2-11-7 

宮庭ビル 4 階 

・ＪＲ新宿駅東口、中央東口、東南口から 
徒歩 10分 
・（地下鉄）丸の内線、都営新宿線・新宿 

3丁目駅より 5又は C8 出口より 1分 

mailto:info@j-trek.jp
mailto:nakano@fits-tyo.com

