
メープルファンツアーズ　2013年
上期

【オプショナルツアー】
販売価格 期間 料金に含まれるもの 観光ポイント 最少催行

()内は子供料金

1☆ 終日 カナディアンロッキー・コロンビア大氷原観光 16,800円 4~10月 2名
人気ＮＯ１のハイライトコース！

北米大陸最大級コロンビア大氷原の一部、アサバスカ氷河
上へ特注雪上車に乗って向かいます。バンフから氷河観光
までの道中は美しい氷河湖、3000ｍの山々を満喫できるま
さにハイライトコース！
　ルイーズ湖、ボウ湖、ペイト湖、などは必見です

＊雪上車の運行予定期間は4月19日～10月20日です。

　 運休時や天候不良など現地事情でご乗車いただけない

　 場合は替わりにサルファー山ゴンドラ観光にご案内いた

   します。

(13,300円) 雪上車運行
期間のみ

2☆ 早朝モレーン湖観光 9,200円 6~10月 2名
雪上車観光と組み合わせると効率抜群！

神秘の湖といわれるモレーン湖で迎える夜明けは一編の
ドラマのよう。朝日が昇りテンピークスの峰を捉え輝きを
放ちだすまでのゆっくりとした時間はあなただけのもの。
氷河湖の美しい湖面の色を楽しむだけではない、一味違っ
た
視点があなたの人生観を変えることになるかもしれません。

＊ホテル出発時間はモレーン湖で日の出が見られるよう
　 設定しています。

＊早朝出発の為防寒着を忘れずにご持参下さい。
運行会社：RVA, MAPLE FUN TOURS.

(4,900円) モレーン湖
OPEN期間のみ

3☆ 半日バンフ市内観光（昼食付） 10,800円 4/01～10/31 2名
点在する市内名所を効率よく回る一番の方法！

やっぱり山頂からのパノラマ景観は最高！楽してゴンドラで
登れば時間短縮でなお最高！　市内には他に名画のロケ地
や有名ホテルの眺望ポイント、ダウンタウンをバックに記念
写真が撮れる撮影スポットなど目白おろしです。ミネワンカ湖
ループドライブでは湖面が美しいツージャック湖や野生動物
に出会うチャンスも期待！

(8,800円) ゴンドラ運休時は
現地にて$30を返

金

4 カルガリー直行便到着時に最適！バンフプチ観光　　 CA$20 4/01～10/31 2名
現地申し込み限定！　なるほどのサービス価格！

バンフ3大観光名所といわれるサプライズコーナー、ボウ滝、

カスケードロックガーデンを車で効率的にご案内致します！
＊カルガリー空港からバンフ到着日またはバンフからカルガ
リー空港へ出発する前などにアレンジいたします
＊観光ツアーの前後にもアレンジ可
＊お客様参加当日の混載状況によって催行できない場合が
有りますのでお申し込みは前日または当日のみ承ります

注) 現地申込みのみのオプショナルツアーです。

　　 混載状況により、手配出来ない場合もございますので

　　 予めご了承ください。

5☆ 終日　ヨーホー国立公園とモレーンレイク 14,000円 5月下旬~10月上旬 2名
可憐な花、雄大な氷河の滝、湖畔散策が楽しい！

湖の解氷も早め、湖畔の可憐な花散策も楽しみなエメラルド
レイクや７月には氷河水が轟音を響かせ流れ落ちる迫力満
点のタカカウ滝
の滝つぼまで接近、神秘の湖モレーンレイクではその美しさ
に感嘆の声を上げることでしょう。　カナダでの時間をゆっくり
体感します

＊モレーン湖は例年５月末～１０月初までOPEN
＊タカカウ滝へご案内出来ない期間はジョンソン渓谷へ
　 ご案内致します

(11,100円) モレーン湖
OPEN期間のみ

6 ときどき企画　三大国立公園トライアングル 14,000円
4/1～5月下旬

10月上旬～10/31 2名
春先と秋口だけのハイライトコースなんです・・

ヨーホー国立公園観光ツアー開始前でもエメラルド湖はやっ
ぱりいっておきたい、クートニー国立公園では自然の造形美
に感嘆するマーブルキャニオン散策路を歩きます。　　バン
フ国立公園市内近郊の名所も逃さずまわっていいとこどりの
ハイライトコースなんですよ・・

＊マーブルキャニオンへ行けない場合はジョンストンキャニ
オンへご案内します。（クートニー国立公園へは行きません
のでご了承ください）

(11,500円) 終日ヨーホー国立
公園観光不催行

期間のみ

09:00~17:00

車代、日本語ガイド代、昼食代

下車：モレーンレイク
　　　　エメラルドレイク
　　　　ナチュラルブリッジ
　　　　タカカウ滝または
　　　　ジョンストン渓谷
車窓：スパイラルトンネル
　　　　フィールド町
　

約8時間

約7時間

09:00～16:00

車代、日本語ガイド代、昼食代、

下車：マーブルキャニオン
　　　又はジョンストンキャニオン
　　　　ナチュラルブリッジ
　　　　エメラルド湖
　　　　サプライズコーナー
　　　　ボウ滝
　　　　カスケードロックガーデン
車窓：キャッスルマウンテン
　　　　スパイラルトンネル
　　　　フィールド町

09:00~13:00

車代、日本語ガイド代、
サルファー山ゴンドラ代、
昼食代

乗車：サルファー山ゴンドラ
下車：ボウ滝
　　　　サプライズコーナー
　　　　ミネワンカ湖ループ
　　　　カスケードロックガーデン

約4時間
午後発は

お問い合わせ
下さい

車代、日本語ガイド代
下車：ボウ滝
　　　　サプライズコーナー
　　　　カスケードロックガーデン

約1時間

オプショナルツアー（バンフ）
予定時間
所要時間

04:30~07:30*

車代、日本語ガイド代 下車：モレーン湖

約3時間

*日の出時間
に合わせてバ
ンフを出発す
る為時期によ
り出発時間が
変わります

08:00~18:00

車代、日本語ガイド代、昼食代、
コロンビア大氷原雪上車代

乗車：雪上車
*運休時はサルファー山ゴンドラ
下車：レイクルイーズ
　　　　ボウレイク
　　　　ペイトレイク
車窓：キャッスル山
　　　　ハーバートレイク
　　　　クロウフット氷河
　　　　ウォーターファウル湖
　　　　ビックヒル

約10時間



メープルファンツアーズ　2013年
上期

【オプショナルツアー】
販売価格 期間 料金に含まれるもの 観光ポイント 最少催行

()内は子供料金

オプショナルツアー（バンフ）
予定時間
所要時間

7 シャトーレイクルイーズ・アフタヌーンティーと
モレーンレイク観光 15,800円 6~9月 2名
山岳リゾートでのアフタヌーンティー決定版！

神秘の湖モレーンレイクでは風を肌で感じ、ロッキーの宝石・
レイクルイーズの湖畔に建つ名門ホテル、フェアモント・シャ
トーレイクルイーズではアフタヌーンティーを味、香りで楽し
みます。　目の前に広がる名画のような景色を目で、雄大な
ロッキーを肌で感じることができれば五感が気持ちいい時間
になること間違いなし！です。

詳細はお問合わせ
下さい。

8☆ バンフ発・コロンビア大氷原観光（ジャスパー着） 22,200円 4~10月 2名
バンフからジャスパー移動もチャント観光です！

世界一美しい氷河観光道路と評されるHWY93はレイクル

イーズからジャスパーまでの約250ＫＭ、バンフからは約300
ＫＭを走ります。ルイーズ湖、ボウ湖、ペイト湖、アサバスカ
滝などを下車観光しながら氷河観光のハイライト、アサバス
カ氷河観光も楽しんでからジャスパーへ到着です。

＊雪上車の運行予定期間は4月19日～10月20日です。

　 運休時や天候不良など現地事情でご乗車いただけない

　 場合はサルファー山ゴンドラ観光か＄30返金します。

 

(15,500円)
12歳まで

雪上車運行
期間のみ

9 エンジョイ ゴルフ 5~9月 2名
カナディアンロッキーの選りすぐりのゴルフ場を以下より
ご指定下さい。
①バンフスプリングスホテル
　 （バンフ国立公園内唯一のゴルフ場では動物と遭遇も？）

②キャンモアシルバーチップ（起伏にとんだ難コースにトラ
イ！）
③カナナスキス（バンフより片道車で一時間、行った甲斐
 　ありの絶品コース）

＊３名以下でお申し込みの場合は他のお客様と一緒に
   プレーをしていただきます。

＊プレー日から起算して一週間前よりキャンセル料の対象と
　　なりますのでご注意下さい。

①5月

18,800円

6-10月

24,100円

②T.B.A

③5月

21,400円

6-9月

25,000円

詳細はお問合わせ
下さい。

10 カナディアンロッキー ハイキング 5~10月上旬 2名
ロッキーこそ、景色を楽しみながら歩けます！

早春から黄葉まで雪解け次第始まるロッキーでのハイキン
グ
は道路上からは決して見ることが出来ない自然の美しさ、
高山植物の可憐さなどを発見していただけるます。　国立公
園認定ハイキングガイド同行で初級から中級レベルを安心し
て歩けます。
＊時期、天候により当日のコースを決定させて頂きます。

①終日コース。
　（例）レイクルイーズ、モレーンレイク、エメラルドレイク、ヤ
ムナスカ
　　　　サンシャインメドウコース（6月下旬～9月上旬）

②半日コース。
 　（例）メニースプリングス、グラッシーレイク、

　　　　　ジョンストンキャニオン

①18,400円

(11,400円)
②10,700円

(6,600円)

詳細はお問合わせ
下さい。

11 がっつりラフティング　（中級レベル） 14,300円 6~9月 2名
初めてでもやってみたい人気のアクティビティー！
ロッキーが誇るホワイトウォーターでラフトに燃えよう！

がっつりラフトに燃えたい方なら名門キッキングホース川の
ホワイトウォーターラフティングで完全燃焼がお勧め♪
基点のゴールデンまで往復シャトル付、ゴムボートに乗った
ら世界各国からのメンバーと運命共同体で川を下りきろう！

*日本語ガイドは同行いたしません

ラフティング主催会社：HYDRA

12歳以上 詳細はお問合わせ
下さい。

10:00~16:00

車代、日本語ガイド代、
アフターヌーンティ- 代

下車：モレーンレイク
　　　　レイクルイーズ
入場：シャトーレイクルイーズ

約6時間

09:00~18:00

車代、日本語ガイド代、昼食代、
コロンビア大氷原雪上車代

乗車：雪上車
*運休時はサルファー山ゴンドラ

か返金＄30/ＰＰ
下車：レイクルイーズ
　　　　ボウレイク
　　　　ペイトレイク
　　　　アサバスカ滝
車窓：キャッスル山
　　　　ハーバートレイク
　　　　クロウフット氷河
　　　　ウォーターファウル湖
　　　　タングル滝

約9時間

車代、日本語アシスト代、
グリ－ンフィ、パワーカート代
＊クラブ、シューズのレンタル
  代金、 食事は含まれません。

①約6時間

②約6時間

③約8時間

TEE OFFの

約1時間前
出発です。

③は2時間前

車代、日本語ハイキングガイド代、
お水各自一本ずつ

①昼食を含みます
②昼食は含みません

*サンシャインメドウコースの場合

 サンシャインメドウへのシャトル

 バス代も含みます。

①終日コース：ルイーズ湖
　　　　　　　　　モレーン湖
　　　　　　　　　エメラルド湖
　　　　　　　　　ヤムナスカリッジ

　　　　　　　　サンシャインメドウ
②半日コース：グラッシー湖
　　　　　　　　メニースプリングス
　　　　　　　　ジョンストン渓谷

①約8時間内

（歩行4時間）

②約5時間

（歩行2時間）

08:00-15:30
バンフより往復シャトルバス代
昼食代
ラフティング（2,5時間）代

*バンフからラフティング場所へ
　の移動にガイドは同行しません
*ラフティングは英語ガイドと
　なります。
*チップは含まれません

乗車：
　ホワイトウォーターラフティング
　（キッキングホース川）

約7.5時間
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オプショナルツアー（バンフ）
予定時間
所要時間

12☆星空&夜景観賞 5,800円 通年 2名
きらめく夜空にココロ奪われよう！

バンフの街を一望するビューポイントより夜景鑑賞を楽しみ、
日本と同じ北半球の星空を見上げれば懐かしい星座や旬の
流星に出会えるかも？　星空観賞に最適な市外の野原で自
然のプラネタリウムを体験、感動を共有しましょう。

*悪天候によりツアー催行が出来ない場合順延または全額

返金
*ツアー催行の判断は出発時間の１時間前となります。

＊夏場でも夜間は冷え込みます。上着をお忘れなく。
　
催行会社：ＲＶＡ

(3,800円)
2歳～11歳

13 NEW!! 野生動物ウオッチングツアー 5,100円 4/17-10/14 1名
野生動物がみたい!　ならば探しに行こう!

バンフ国立公園内に生息するさまざまな野生動物達は絶え
ず移動
しながら生活をしています。　そんな動物たちに出会ってみ
たいなら
動物探しツアーのバスに乗りませんか?
現地英語ツアーに同乗いただきますので日本語ガイドは同
行
いたしませんが世界中からの幅広い客層と一緒に動物を見
る
楽しみを共有できる良い機会ですね。
　
催行会社：DISCOVER BANFF TOURS

(3,500円)
6歳～12歳

14 NEW!!  癒しのひととき、<改定＞温泉＆マッサージ 14,500円 4/01-10/31 2名
バンフ?温泉?水着？　旅だからこそ体も癒そう！

旅で癒やせるのは心だけではありません。　日本とは違う時
間の流れをここロッキーで堪能するならまず温泉入浴！そし
てマッサージ！

ツアーはマッサージの予約時間から開始、マッサージの後
アッパー
ホットスプリングス温泉まで移動、温泉入浴後後は市内バス
券で
お好きな時間にホテルへお戻りいただけます。

*日本語アシスト付きサービスは温泉到着時終了です
*温泉では水着着用、有料のレンタル水着利用可

催行会社：MAPLE FUN TOURS

* 1～14のツアーはバンフ発着料金です。　レイクルイーズ地区発着＄30/ＰＰ追加、キャンモア発着＄20/ＰＰ追加

* ツアーによっては追加料金不要で対応できる場合もあります、あらかじめご確認ください。

要確認

ご宿泊ホテルから温泉までの移
動車両代、
日本語アシスタント代、
RED EARTH SPAマッサージ

45分アッパー温泉入浴料
貸タオル代
帰路市内バス乗車トークン

入場：RED EARTH SPA
　　　　(CALIBOU LODGE内)
　　　アッパーホットスプリングス

2時間～

フィッシング、ヘリハイキング、貸切バンプラン、も手配いたします。詳細はガイドにお尋ね下さい。

*22：00~23:30

車代、日本語ガイド代
下車：星座、夜景鑑賞ポイント
　　　　ノーケイ山ビューポイント
　　　　カスケードポンド、など

約1.5時間
日没時間によ
り出発時間が
変わります

18:30

車代、英語ガイド代、スナック、 下車：バンフ市内周辺

(4/17-5/9)
19:30

(5/10/-8/9)
18:00

(8/10-9/14)
17:30

(9/15-10/14)

約2時間


