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香港全土を貫く四大トレイル

コラボレーション企画 参加特典

香港といえば、高層ビルが建ち並ぶ大都会というイメージですが、意外なことに総
面積の約40％が国立公園などに指定され、国土に占める割合は世界でもトップ
クラス。
これはイギリス統治時代より自然環境保護に対して努力を続けた結果
です。第25代総督マレー・マクリホースが大のハイキング好きだったこともあり、

当ツアーはモンベルクラブのメンバーズポイントは付与されませんが、下記
の限定特典が受けられます。

『

在任中に自身の名を冠した100km に渡るロング・
トレイルを完成させました。
その後
も、爽やかな海沿いや絶景の尾根道など千変万化のバラエティにあふれたロング・
トレイルが整備され、香港では四大トレイルとして知られています。

提携カードをプレゼント！

・コラボレーション企画】

香港の名峰登頂 3日間
2018年12月14日 金 〜 12月16日 日

』

ツアーご参加者さまには
「アルパインツアー」
と
「モン
ベル」の 提 携カードをプレゼント。1年目の 年 会 費
¥1,500は無料です！
※既に提携カード、
またはモンベルクラブカードをお
持ちの方は、次年度の年会費￥1,500をアルパイン
ツアーが負担します。
※次年度以降の更新年会費は、お客様のご負担と
なります。
（ 任意更新）

イベントのご予約・お問い合わせ
ツアーに関してご不明な点がございましたら、下記までお気軽にお問い合わせください。

0120-936-007
※携帯・IP電話からはおつなぎできません

お電話で

06-6538-0208

メールで

moc@montbell.com

店頭で

全国のモンベルストア

取消料について

受付時間

10:00 〜 18:00

定 休 日 3月〜10月は無休
11月〜2月は日祝

お申込み後のお客様のご都合による取り消しや変更については、旅行業約款（募集型企画旅行）
に基づき、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日前にあたる日から取消料が発生しま
す。詳しくは、旅行条件書をご確認ください。

※詳しい旅行条件を説明した書面（海外旅行・旅行条件書）
をお送りいたしますので、事前にご確認の上、
お申し込みください。

ツアー詳細は下記ウェブサイトでもご案内しております。

https://event.montbell.jp/

都会と自然が隣接する香港へ

モンベル 海外ツアー

週末を含む3日間の日程で、青い海と白い砂浜が美しい海抜0ｍから香港
の名峰シャープピーク(468m)と高層ビル群を眼下に望む獅子山（ライオ
ンロック/495m）に登頂します。
香港がクリスマスムードに包まれる12月に、九龍（カオルーン）地区の四ツ
星ホテルに2連泊し、
ビクトリア・ピークから眺める
「100万ドルの夜景」や
香港グルメも楽しみます。

株式会社ベルカディア モンベルネイチャートラベル
観光庁長官登録旅行業第1592号
日本旅行業協会(JATA)正会員
総合旅行業務取扱管理者 高萩 祐

〒550-0013 大阪府大阪市西区新町2-2-2
シャープピーク頂上付近からの眺め

「香港の名峰登頂」
ご参加のお客さま限定特典

ガイドブック
『香港アルプス』を
もれなくプレゼント！

香港の自然をあますところなく紹介した
自然総合ガイドブックをプレゼントします！
A５判 352ページ／定価：￥1,800（+税）／著者：金子晴彦+森Ｑ三代子

E-mail：moc@montbell.com
TEL：06-6538-0208 FAX：0120-936-008

＃1905027 18

旅 行 企 画・実 施

東京本社 〒105-0003 東京都港区西新橋2-8-11

第7東洋海事ビル4階

E-mail：info@alpine-tour.com http://www.alpine-tour.com
TEL：03-3503-1911 FAX：03-3508-2529
総合旅行業務取扱管理者 亀田 広明

・コラボレーション企画】

【

日程表

香港の名峰登頂 3日間
イベントNo.：THKG01 体力3

中級

旅行代金：

/

一般

¥148,000（2名1室料金）

発着地

各地 発
香港 着

【東京・大阪・名古屋発着】

旅行日程：2018年 12月14日 金 〜16日 日
モンベルクラブ
会 員 様

日程

1

※燃油サーチャージ
（2018年8月20日現在：約5,400円）
が別途必要です。今後変更となる場
合は、
ご旅行代金ご請求の際にご案内いたします。
※モンベルクラブのメンバーズポイントはツアー代金にはご利用いただけません。

12/14

（金）

ビクトリア・ピーク
一周ハイキング
100万ドルの夜景
観賞

交通手段

国際線
専用車
約1時間
徒歩
約1.5時間
専用車
約40分

スケジュール 【宿泊】

午前、東京・大阪・名古屋発。香港へ。
午後、専用車でビクトリア・ピークへ。
ビクトリア・ピークを一周するハイキングへ。
高層ビル群を望む歩きやすい散歩道です。
その後、眼下に広がる100万ドルの夜景を観賞。
タイロンアウからシャープピークの山頂へ

夕刻、専用車でホテルへ。
香港の中心地・九龍（カオルーン）
の快適なホテルに２連泊します。
夕食は、乞食鶏や東坡肉（角煮）
など杭州料理をご賞味ください。

ここがおすすめ！モンベルの香港の山旅
おすすめ
ポイント

おすすめ
ポイント

【香港・ホテル泊】
香港 滞在

都会と自然が隣接する香港へ
グルメやショッピングで有名な香港ですが、実は自然が豊富に残され
ており、歩きやすいトレイルが整備されています。
このコースでは、香
港を代表する白い砂浜と青い海の奥にそびえる美しい山容の名峰
シャープピーク
（468m）
に加え、
九龍（カオルーン）地区のビル群を一
望にする絶景のピーク・獅子山（ライオンロック/495m）
に登り、
それ
ぞれに趣の異なった2回の登山を楽しみます。

シャープピーク
登頂
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12/15

昼：機 夕：○

専用車
約1時間

朝、専用車で西貢半島へ。

徒歩
約6時間

登山口
（20m）
より登山開始。大浪湾（タイロンワン）
の美しい海岸線を経て、大浪
坳（タイロンアウ/153m）
の峠から頂上直下の急登を越え、
シャープピーク
（468m）
に登頂。
フェリー埠頭のある赤徑（チェッケン/0m）
へ下山。

フェリー
約20分

（土）

大浪湾
（タイロンワン）
の海岸で昼食

下山後、
フェリーで黄石（ウォンシェク）
へ。
夕刻、専用車でホテルへ。
夕食は、北京ダックなど北京料理をご賞味ください。
【香港・ホテル泊】 朝：○ 昼：○ 夕：○

香港ならではの多彩な食と美しい夜景
香港の魅力は、多彩な食や夜景を楽しんでこそ思い出深いものにな
ります。宿泊するホテル周辺には、格安で味わえる庶民的なレストラン
から、山海の豪華な食材が楽しめる三ツ星レストランまで、
よりどりみ
どりです。格式高い ペニンシュラ・ホテル のアフタヌーンティーは特
に有名です。
また、宿泊するホテルから徒歩圏内にある香港の目抜き
通り ネイザンロード は、夜には色とりどりのネオンが輝き、散策には
もってこいです。夜景のなかでも香港島にあるビクトリア・ピークから
眺める
「100万ドルの夜景」
は見逃せない香港の魅力です。

食事
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12/16

（日）

獅子山登頂
（ライオンロック）

朝、専用車で獅子山（ライオンロック）登山口へ。

徒歩
約2時間

登山口
（160ｍ）
より登山開始。急な階段を登り、獅子山（ライオンロック/495ｍ）山
頂へ。九龍（カオルーン）地区の高層ビル群を眼下にする絶景の展望ピークです。
その後、稜線をたどり、獅子山公園（100m）
へ下山。

専用車
約1時間
香港 発
各地 着

シャープピークからの下り

専用車
約20分

国際線

飲茶の昼食後、専用車で香港空港へ。
午後、香港発。夜、東京・大阪・名古屋着。

朝：○ 昼：○ 夕：機

香港グルメも楽しみの一つ

航空会社の都合や現地事情により日程は一部変更される場合があります。
食事あり：○ 食事なし：ー／朝＝朝食、
昼＝昼食、
夕＝夕食、
機＝機内食

旅行条件（抜粋）

美しい砂浜と青い海の奥にそびえる香港の名峰シャープピーク

●最少催行人数：16名
●料金に含まれる食事回数：朝2回、昼2回、
夕2回
●添乗員：ツアーリーダー
（添乗員）
が香港から香港まで同行してご案内いたします。発着地によっては全行程同行します。
※ツアーリーダーとは、
旅程管理能力と山旅引率能力を兼ね備えた者をいいます。
●燃油サーチャージ
（2018年8月20日現在:約5,400円）
が別途必要です。今後変更となる場合は、
ご旅行代金ご請求の際にご案内
いたします。
●海外での空港諸税は旅行代金に含まれています。
なお、
日本国内の空港施設使用料等は、別途必要になります。
●利用予定航空会社：キャセイパシフィック航空、香港航空
●利用予定ホテル：プルデンシャル、
パノラマ・バイ・ロンバス
●一人部屋利用追加料金：¥32,000
※ご希望により一人部屋を利用する場合の追加料金です。
お一人様のご参加でも、同性の他のご参加者と相部屋をご希望で
あれば、追加料金は頂戴いたしません。

絶景のピーク獅子山
（ライオンロック）

北京ダックなど北京料理の夕食

