千歳発着9日間 ㈱世界紀行

日次

紅鮭の大溯上｢ビッグラン｣と白雁大飛来観賞
ソッカイサーモン

カナダ・ブリティッシュ ウェルスグレイ州立公園
コロンビア州
ロドリック・ヘイグ・
セトン湖
ウィスラー
（泊）

ブラウン州立公園

カムループス
（2泊）
オカナガン湖
ケローナ
（2泊）

バンクーバー（2泊）
ウェストハム島

ツアーマップ

ご旅行条件

紅鮭の溯上はカナダでは、毎年10月初旬から11月にかけて見られますが、紅鮭（ソッカイ・サーモン）は４年で産卵周期を迎え、同じ川に戻りま
す。2018年は４年に一度の紅鮭の大溯上の年に当たり、2010年のフレーザー河では3000万匹の遡上が確認されました
（紅鮭以外の鮭も含
めたサーモン・ランの総数は３億匹です。ただしスプリング・サーモンの遡上が８月から始まり、最後のチャム・サーモンの遡上が１１月ですのでシー
ズンは重なりません）。カナダ太平洋岸のブリティッシュ・コロンビア州には鮭が溯上する川が約2000本あると言われますが、その中でも北米で
最も有名な大量溯上の川が、
フレーザー河上流のアダムス・リバーです。ここでの４年に一度の鮭の遡上（サーモン・ラン）
はビッグ・ラン（別名アダ
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ムス・ラン）
と呼ばれ、秋の西カナダを代表する景観です。産卵期の紅鮭（ソッカイ・サーモン）
はオスも含め、体全体が赤く変色するため、大溯上の
際には、
川が深紅にしか見えず、
まさに 圧巻 です。
アダムスリバーの『ロドリック・ヘイグ・ブラウン州立公園』
には、紅鮭の溯上を見学する見晴台や自然を楽しむ遊歩道が設けられていて、そのベ
スト・ビューポイントとして知られています。鮭たちは流れの遅いここで少し休んでから更に上流を目指します。川原に降りて、浅い小川を泳ぐ真紅
の大サーモン群の姿が目の前でご覧いただけます。遊歩道の総延長は26ｋｍありますので、
このツアーでは２日に分けて公園の上流部分と下流
部分をご案内します。
この時期のブリテッシュ・コロンビア州は、
紅葉も真っ盛りです。黄金色に色づく紅葉狩りも併せてお楽しみください。
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４年に一度のサーモン・ビッグラン Adams Run
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一人部屋利用追加料金 ￥88,000

アダムス・リバーのビッグラン
（イメージ）
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10月18日（木）発〜10月26日（金）着…￥545,000

■募集人員／12名様限定
■最少催行人数／6名様
■全食事付／朝食7回・昼食7回・夕食7回
■旅券残存期間／6ヶ月以上
■成田空港使用料／￥2,610（別途必要）
■カナダ電子渡航認証システム（eTA）取得手数料／
￥1,500
（弊社取得の場合、別途必要）
※すでに取得済の方（5年以内）は必要ありません。
■旅行代金には、海外の空港税、出国税、航空
保安税が含まれております。
■弊社では燃油サーチャージを別途徴収いた
しません。
■千歳空港より、全行程、社員添乗員同行
■トランク往復無料託送サービス［ご自宅〜空港〜ご自宅］
※ビジネスクラス利用追加料金：￥375,000
（国際線区間のみ）
（席数に限りがございます。
お早目にお問い合わせください。）
※大阪・名古屋・福岡他、全日空就航都市発着：
同一料金（羽田便利用となり、リムジンバス
代、前後泊費用等は実費です）
※成田発着：￥10,000引き

［ウィスラー泊］××Ｋ／ＫＬＤ
─
■午前、専用バスにて、
ゴールドラッシュの町・リルエットへ。すぐ近くまで氷
ウィスラー
河が迫り、
トルコ石のような不思議な色に輝く湖、深い谷間に広がる穏や
かな田園地帯など、味わいのある風景が続く
『ゴールデン・ナゲット・ルー
ジョフリー湖
ト』
をドライブします。ジョフリー湖やセトン湖の美しさは必見です。
リルエット
■フレーザー河の急流を見下ろす町・リルエットにて昼食。
■午後沿岸部山岳地帯の美しい山並みを眺めながらドライブし、
トンプソン
カムループス
川の合流点で、
クラシックなレンガ造りの建物が残る町・カムループスへ。
カムループスに連泊 です。
［カムループス泊］ＢＬＤ
─
カムループス ■午前、鮭の溯上では北米で最も著名なアダムス・リバーのベストビュー・ポ
（アダムス・リバー）
イント
『ロドリック・ヘイグ・ブラウン州立公園』へ｡公園の東側部分（上流
ビッグラン
部）
を散策し、
サーモンの ビッグラン
（大遡上）をご覧いただきます。
■午後、美しい滝と原生林の森で世界的に知られるウェルスグレイ州立公園
（ウェルスグレイ州立公園）
へ。公園のシンボルになっている高さ137mのヘルムケン滝は、思わず
息を飲み込む程の大迫力です。幅91mの岩盤を豊かな量の水が流れ落
ちるドーソン滝にもご案内します。
［カムループス泊］ＢＬＤ
─
カムループス ■午前、再び、
アダムス・リバーの『ロドリック・ヘイグ・ブラウン州立公園』へ｡
アダムスリバー
この日は、公園の西側部分（下流部）を散策し、紅鮭の ビッグラン（大遡
ビッグラン
上）を観賞します。
■午後、専用バスにて、
ワイン作りと果物の産地として名高いオカナガン・バ
ケローナ
レーの中心都市・ケローナへ。
オカナガン・ケローナにも連泊 いたします。
［ケローナ泊］ＢＬＤ
─
ケローナ
■『ワインルート』をドライブし、
オカナガン地方に点在するワイナリー巡り
にご案内いたします。オカナガン・ワインは、
シャルドネ、ゲビュルツトラミ
ネールなどの白、
メルローなどの赤等、品種も豊富で、近年ではアイスワ
インの深い味わいはドイツを越えたと評されています。
（オカナガン湖） ■午後、風光明媚な『オカナガン湖ボートクルーズ』をお楽しみください
［15:00〜16:30］。
［ケローナ泊］ＢＬＤ
─
（サマーランド） ■午前、
オカナガン湖西岸の穏やかな町・サマ−ランドへ。ジャイアントヘッ
ド・マウンテンに車で登り、山頂からオカナガン湖を一望します。斜面のブ
ドウ畑が黄色く染まるシーズンです。また、伝統的なイングリッシュガーデ
ンを再現した国立農業試験場庭園にもご案内します。
ケローナ
■午後、
エアカナダにて、
バンクーバーへ。
バンクーバー ■市内レストランにて、
ロブスターの夕食後、
カナダプレイスから眺めるノー
スバンクーバーの夜景にご案内いたします。
バンクーバーに連泊 です。
［バンクーバー泊］ＢＬＤ
─
（ウェストハム・アイランド） ■午前、
デルタ市のウェストハム・アイランドにて、
シベリアのランゲル島から
やって来た『ハクガン（白雁）の大飛来』をご覧いただきます。25000羽
ハクガン大飛来
を超えるハクガンが舞い降り、畑をまるで雪のように埋め尽くす光景がご
覧いただけます。
■昼食は、季節のサーモンメニューです。
バンクーバー ■午後、
グランビルアイランド・パブリックマーケットにご案内した後、ベルー
ガ鯨やラッコが人気のバンクーバー水族館を見学します。
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スコーミッシュ

アメリカ・ワシントン州

ご旅行期間とご旅行代金

■昼、千歳空港より国内線にて成田へ。
千歳
■夕刻、成田よりエアカナダにて、
バンクーバーへ［17:00発／09:30着］。
成田
バンクーバー ［日付変更線通過］
■現地時間で午前到着後、専用バスにて、
ウィスラーへ。フィヨルドの町・ホ
ースシューベイからスコーミッシュまで、北米ベスト・
ドライブルートに何度
シャノン滝
も選ばれた『シー・
トゥー・スカイ・ハイウェイ』を走ります。氷河が削ったフ
ィヨルドの深い入り江や海を眺めながら走ると、
やがて山頂に輝く氷河を
ウィスラー
抱く山脈が現れ｡文字通り 海から空へのハイウェイ です。途中、
ダイナミ
ックなシャノン滝やブランデー・ワイン滝をご覧いただきます。

1
ハクガン大飛来（イメージ）

2018年

スケジュールと見どころ／お食事と宿泊地
スーツケース無料託送サービス ご自宅〜空港

後援:ブリティッシュ・コロンビア州観光局

秋のケローナ・オカナガン湖

ご利用予定ホテル

■ウィスラー／クリスタルロッジ＆スイート、サ
ミット・ロッジ
■カムループス／ザ・プラザ、
フェアフィールド・
バイ・マリオット、
ダブルツリー・バイ・ヒルトン、
サウストンプソン・イン、ハンプトン・イン、スコ
ッツ・イン
■ケローナ／コンフォート・スイーツ、ケローナ・
イン、
オカナガン・シーズンズ
［バンクーバー泊］ＢＬＤ
■バンクーバー／モーダ、
シルビア、ザ・バラー
─
ド、エンパイア・ランドマーク、
ヒルトン・エアポ
■午前、
オウムも暮らすブローデル温室植物園を見学いたします。
ート
バンクーバー
■午後、
エアカナダにて、帰国の途へ［13:15発］。
［機中泊］ＢＫ−
※上記ホテル又は同等クラスとなります。

鮭は身が赤いため、遡上する鮭はどれも赤いものと、つい思いがち
ですが、
外観が赤くなるのはソッカイ・サーモン
（紅鮭）
だけで、
他のスプ
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リング・サーモン
（マスノスケ）、
コーホー・サーモン
（銀鮭）、
ピンク・サー
モン
（カラフトマス）、
チャム・サーモン
（白鮭）の遡上では、
ソッカイ・サー
モンの美しさはご覧いただけません。アダムス・リバーで生まれ、
シュス
ワップ湖で１年過ごし、その後、太平洋に下り、日本近海まで泳ぎ、
４年
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の歳月を経て戻ってきた紅鮭たちは、産卵のためにバンクーバー近く
のフレーザー川河口から500㎞の距離をエサも食べずに3週間かけ
て上ってきます。途中、体内の栄養分が無くなると、血液が皮下に浮か
生命を生み出した鮭たちのダイナミックな一生を見届けるとき、自然
界の厳しさと生命の神秘に感動を覚えることでしょう。雄大な景観の

アダムス・ラン
（イメージ）

中、
繰り広げられる自然界の生命の神秘を見届けてみませんか。

0

※右記の時間は、
すべて現地時間で表示されております。
※現地の都合によりスケジュールが変更される場合がご
ざいます。その場合でも極力日程に従って旅行サービ
スがお受けになられるよう万全の手配努力を致します。
※表記の「ＢＬＤＫ」はそれぞれ「朝食・昼食・夕食・機内
食」を示します。×印の食事は含まれておりません。

─
成田
■午後、成田到着［15:10着］。
千歳
■税関検査終了後、国内線にて千歳へ。夕刻、千歳空港到着後、解散。
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び上がり、
ソッカイ・サーモンは真っ赤に変身するのです。そして新しい
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都市名

ハクガン

バンクーバー島

）

4年に一度のサーモン大遡上 〜 西カナダBC州の秋を楽しむ

スーツケース無料託送サービス 空港〜ご自宅
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