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エベレスト⼤展望 カラパタールトレッキング
エベレストを眼前に仰ぐカラパタールの頂へ ローツェ南壁の好展望地チュクンも訪問

訪問する世界遺産
サガルマータ国立公園（エベレスト山群）／カトマンズの谷

6名様から催⾏・13名様限定

ツアーのポイント / Tour Point 

●ゆったりとした⽇程でカラパタールを⽬指す
高度順応に配慮した日程で、5日間かけてディンボチェ（4,343m）まで登り2連泊します。また、日帰りでローツェ南壁やヌプツェ、カンレヤム

ウから続く美しいヒマラヤひだを仰ぎ見ることができるチュクン（4,730m）付近まで往復します。

●世界最⾼峰を眼前に仰ぐ
次々と現れる巨峰群を間近に仰ぎながら標高5,545mの大展望地を目指します。カラパタールに到着すると、正面（北）には地上最美の山

といわれるプモ・リ、東には直線距離約10kmの間近に世界最高峰エベレスト、南にはアマダブラムなど、360度の展望が広がります。

●2度のカラパタール登頂チャンス
悪天候や軽度の体調不良に備え、カラパタールの麓のゴラクシェプに宿泊することで2度の登頂チャンスを設けています。天気が良ければ

ゴラクシェプ到着日の午後に登頂し、夕焼けのエベレストをご覧いただけるでしょう。

究極のエベレスト展望台カラパタールを⽬指して
エベレスト街道の終着点であるゴラクシェプ。標高5,170mのゴラクシェプはカラパタールの玄関口です。ロブチェを出発しゴラクシェプまでは約

3時間。天気が良ければ一気にカラパタールへと向かいます。黒い丘（カラパタール）を登りきれば、360度見渡す限りの大展望が広がってい

ます。条件が良ければ夕日に輝くエベレストやプモ・リなどの巨峰群、クーンブ氷河などを展望することができます。登頂のチャンスを2度設け

ているため、無理のないスケジュールで登頂できます。

ホーム　>　ツアーを探す　>　登山・トレッキング・ハイキング方面　>　エベレスト大展望　カラパタール(5,545m)トレッキング

サガルマータ国立公園（エベレスト山群）・カトマンズの谷等を訪れる旅　「エベレスト大展望　カラパタール(5,545m)トレッキング」 検索

夕日に染まるエベレスト（カラパタール）
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エベレスト街道の終着点ゴラクシェプに到着 間近に迫るプモ・リ（7,161m）（カラパタール）

カラパタールよりアマダブラム北面、カンテガ、タムセルク、クーン氷河を展望

⽇程表 / Schedule 

  地名 時刻 スケジュール

1

東京 

バンコク

午前又は午後発 空路、東京・大阪よりそれぞれバンコクへ。着後、ホテルへ。 

※添乗員は東京・大阪のどちらか一方より同行し（往復）、バンコクにて合流しま

す。

バンコク泊
大阪 

バンコク

午前発

2
バンコク 

カトマンズ

10：15発 

12：25着

空路、ネパールの首都カトマンズへ。着後、自由行動。

カトマンズ泊

3

カトマンズ 

ルクラ 

ルクラ 

パグディン

朝発 

約3時間

航空機にてルクラ（2,827m）へ。 

●トレッキング（約3時間） 

シェルパ、ポーターと合流してパグディン（2,652m）へ向かいます。

ロッジ泊

4

パグディン 

ナムチェバザール

約6時間 ●トレッキング（約6時間） 

川沿いの樹林帯を歩き、タムセルクを眺めながらナムチェバザール（3,450m）へ。

ロッジ泊

5

ナムチェバザール 

（シャンボチェの丘）

約5時間 ●高所順応トレッキング（往復約5時間） 

シャンボチェの丘を越えてエベレスト・ビューホテル（3,800m）まで往復トレッキン

グ。エベレスト山群の展望をお楽しみください。

ロッジ泊

6

ナムチェバザール 

タンボチェ

約6時間 ●トレッキング（約6時間） 

午前中、プンキテンガ（3,190ｍ）まで一気に下ります。午後、急登をゆっくり登り、秀

峰アマダブラムの麓の村タンボチェ（3,867m）へ。

ロッジ泊

7

タンボチェ 

ディンボチェ

約7時間 ●トレッキング（約7時間） 

ローツェ南壁の好展望地ディンボチェ（4,343m）へ。

ロッジ泊

8

ディンボチェ 

（チュクン）

約7時間 ●高度順応トレッキング（往復約7時間） 

イムジャ・コーラ（川）最奥のチュクン（4,730m）付近まで往復トレッキング。大迫力

のローツェ南壁やヌプツェ、カンレヤムウから続く美しいヒマラヤひだを望むことが

できます。

ロッジ泊

http://www.saiyu.co.jp/itinerary/new/GTNP14/images/map.gif


9 ディンボチェ 

ロブチェ

約7時間 ●トレッキング（約7時間） 

トゥクラを経て、クーンブ氷河末端のモレーンをたどりロブチェ（4,930m）へ。

ロッジ泊

10

ロブチェ 

ゴラクシェプ 

（カラパタール）

約3時間 

約4時間

●トレッキング（約3時間） 

ゆっくりと登りゴラクシェプ（5,170ｍ）へ。 

●カラパタール登頂（約4時間） 

天気が良ければカラパタール（5,545ｍ）の頂まで往復します。

ロッジ泊

11

（予備日） 

ゴラクシェプ 

ペリチェ

約6時間

カラパタール登頂予備日 

●トレッキング（約6時間） 

ペリチェ（4,215ｍ）まで下ります。 

※前日、登頂しなかった場合は、朝カラパタールの頂まで往復し、ロブチェまで下り

ます（約7時間）。

ロッジ泊

ゴラクシェプ 

ロブチェ

約7時間

12

ペリチェ 

パンボチェ

約3時間 ●トレッキング（約3時間） 

パンボチェ（3,860ｍ）へ。 

※前日、ロブチェ泊の場合は、ペリチェ経由でパンボチェへ（約8時間）。

ロッジ泊
ロブチェ 

パンボチェ

約8時間

13

パンボチェ 

ナムチェバザール

約7時間 ●トレッキング（約7時間） 

タンボチェ経由でナムチェバザールへ。

ロッジ泊

14

ナムチェバザール 

パグディン

約6時間 ●トレッキング（約6時間） 

往路をパグディンへと下ります。

ロッジ泊

15

パグディン 

ルクラ

約6時間 ●トレッキング（約6時間） 

ゆっくりとルクラへ戻ります。

ロッジ泊

16
ルクラ 

カトマンズ

朝発 航空機にてカトマンズへ戻ります。着後、自由行動。

カトマンズ泊

17

カトマンズ 

（フライト予備日）

  フライト予備日。予定通りの場合は終日、自由行動。オプショナルでエベレスト遊覧

飛行やカトマンズ市内観光をお楽しみいただけます（詳細は6ページをご覧くださ

い）。

カトマンズ泊

18

カトマンズ 

バンコク

13：30発 

18：15着

午前中、自由行動。午後、航空機にてバンコクへ。着後、航空機を乗り換えて、東

京・大阪それぞれ帰国の途につきます。

機中泊
バンコク 深夜発

バンコク 深夜発

19

東京 朝着 着後、解散。

大阪 朝着

※運輸機関のスケジュールの変更、遅延、運行の中止や道路状況などにより、宿泊地や訪問地の順序が変わったり、日程内容に変更が起

こることがあります。

※食事回数：朝17／昼15／夜17：機内食は除く

※利用予定航空会社：タイ国際航空

※詳細な日程・旅行条件については必ずパンフレットをご請求になり、詳細をご確認の上お申し込みください。パンフレットのご請求はこちら

出発⽇と料⾦ / Price  

2017年〜2018年 出発⽇〜帰国⽇ ⽇数 東京・⼤阪発着 催⾏状況

10⽉24⽇(⽕) 〜 11⽉11⽇(⼟) 19⽇間 498,000円

11⽉07⽇(⽕) 〜 11⽉25⽇(⼟) 19⽇間 498,000円

03⽉13⽇(⽕) 〜 03⽉31⽇(⼟) 19⽇間 498,000円

04⽉03⽇(⽕) 〜 04⽉21⽇(⼟) 19⽇間 498,000円

※ 海外での空港税諸税は旅行代金に含まれています。

https://www.saiyu.co.jp/contact/panfu.php


※ 別途、航空機の燃油サーチャージ（付加運賃）は不要です（5月10日現在）。原油価格の変動により変更することがあります。燃油サ

ーチャージのご案内はこちら

最少催行人員 ： 6名（13名様限定）＜添乗員同行＞

お一人部屋使用料 ： 48,000円（ロッジ泊含む）

日本の地方発着：札幌・名古屋・福岡など地方発着も別途手配で可能です（バンコク合流）。詳しくはお問い合わせください。 

プライベートポーター：58,000円（ルクラ～ルクラ間、15kg以内、チップ込み）

コース難易度 / Difficulty

体力
良く整備された歩きやすい道が続きますが、所々に勾配のきつい登りがあります。長期ト

レッキングですので十分な体力が必要です。

高度
最高宿泊高度は5,170m、最高到達地点は5,545mです。徐々に高度を上げますが、高山

病の影響が十分に予想されます。

宿泊 ロッジ13泊　トレッキング中の宿泊は全てロッジを使用。一部テント泊になることがあります。

荷物
日本からはスーツケースでご参加いただき、カトマンズにてお渡しするダッフルバッグ（15kg以内）に詰め替えます。ダッ

フルバッグはポーターが運び、ご自身はデイパックのみで歩くことができます。

ご案内とご注意 / Information

査証（ビザ） ： ネパール（関東方面の方は5,000円、関西方面の方は5,500円）、代行手数料（4,320円）、写真2枚（サガルマータ国

立公園入園用も含む）。旅券の残存有効期間は6ヶ月、査証欄余白は1ページ以上必要です。

気候・服装 ： カトマンズは日本に比べ暖かく、快適にお過ごしいただけます。トレッキング中は標高によって気温は大きく異なり

ます。標高3,000 mを超える場所では朝晩の気温は0℃を下回り、ゴラクシェプ付近ではマイナス10℃以下にまで下

がることがあります。羽毛服などの十分な防寒具をお持ちください。靴は防水の利いたトレッキングシューズが最適

です。

利用予定ホテル ： パンフレット巻末のホテルリストをご覧ください。 

パンフレットのご請求はこちら

高山病について ： 高山病の影響が十分予想されるコースです。ご参加の方全員に健康診断書をご提出いただき、疾病死亡・治療、

救援者費用を含む海外旅行保険のご加入をお願いしております。高山病対策として、添乗員はパルスオキシメー

ター（血中酸素飽和度測定装置）、携帯加圧装置を持参し、現地で酸素ボンベを用意します。 

高山病についてのご注意と取り組み

トレッキングについて ： 高所を長期間かけて歩き続けるコースです。体力のない方、高所に弱い方のご参加はおすすめできません。特別

な登山技術は必要ありませんが、普段から山歩きをされていて、十分な基礎体力のあることがご参加の必須条件

です。

ネパールの国内線につ

いて

： カトマンズ／ルクラ間は山岳フライトですので、悪天候の場合はフライトキャンセルになることがあります。予備日を

設けておりますが、稀に悪天候が続いた場合には日程変更を余儀なくされることがあります。その場合は可能な限

り当初の日程に沿うように、現地にて臨機応変に対応させていただきます。

トレッキング中の宿泊

について

： ロッジの数や部屋数には限りがありますので、御一人部屋をお取りできなかったり、3～4人部屋にお泊りいただい

たり、分宿になることがあります。また、タンボチェではテント泊となることがあります。タンボチェに宿泊できない場

合は、約30分歩きデボチェ泊になります。そのような場合には変更補償金の対象外とさせていただきますが、生じ

た差額は返金いたします。ロッジ泊では寝袋（冬用）が必要です。お持ちでない方には弊社でも有料（5,000円）で貸

し出しいたします。

旅行条件について ： 詳しい取引条件を説明した書面をお渡ししますので、事前に確認の上お申し込みください。

https://www.saiyu.co.jp/contact/tour_contact.php?tour_name=%E3%82%A8%E3%83%99%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E5%A4%A7%E5%B1%95%E6%9C%9B%20%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%91%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AB%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%AD%E3%83%B3%E3%82%B0
http://www.saiyu.co.jp/information/note.html#charge
javascript:void(0);
https://www.saiyu.co.jp/contact/panfu.php
http://www.saiyu.co.jp/information/mt_sickness.html


東京本社 

〒101-0051 東京都千代田区神田神保町2-13-1 西遊ビル 

TEL 03-3237-1391（代表） / FAX 03-3237-1396 

営業時間：月曜～金曜 10:00～18:30 (土・日・祝祭日 休業)

大阪支社 

〒530-0051 大阪市北区太融寺町5-15 梅田イーストビル4階 

TEL 06-6367-1391（代表） / FAX 06-6367-1966 

営業時間：月曜～金曜 10:00～18:30 (土・日・祝祭日 休業)

   

※営業時間外にいただいたメール・FAX・郵送でのお申し込みやお取り消しなどのご連絡は、翌営業日付けでの取り扱いとなります。
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