
）  
 

（A&P）America&Pacific Tours, Inc.                                                                                                             HP: www.aptoursalaska.com 

Tel: 1-907-272-9401（州内無料電話1-888-605-9401） Fax: 1-907-272-0251 住所： 430 K Street, Anchorage AK 99501（キャプテンクックホテル西側）  

※お申し込み頂く前に必ず裏面の注意事項をご覧下さい。  
(5/１９/17) 

  

 
 

ブラウンベア・ウォッチング 
アラスカの野生動物と言えばブラウン・ベアー（ヒグマ）。サーモン捕りに集ま
るヒグマをまじかに見れるチャンスあり。カメラをお忘れなく！ 
 

 

Ａ 「リダウト湾ベア・ウォッチング」      ２名様より  １人$７４０税込み 
  主催：Rust Flying Service社 （ホテルからの送迎、昼食付き 6/０５-8/15)              
時期：６/０１-８/１５。レーククラーク国立公園近くのリダウト湾でベアーウォッ
チング。水上飛行機で片道４５分のリダウト湾ロッジに入り、ボートに乗り換え
て見学。午前と午後のツアーがあり、ホテル出発は３０～４５分程前発。昼食
付。半日ツアー（ホテル発着約７時間）：フッド・スピナード湖発着 
午前ツアー：０８：００AM－０２：３０PM、午後ツアー：１２：３０PM－０７：００PM。 

 

 

 Ｂ 「カトマイ国立公園ベア･ウォッチング」  
  世界的に有名なカトマイ国立公園のブルックス・キャンプを訪れるツアー。 

  

  B-１ 定期便利用キングサーモン経由 主催：Katmailand社  
                           ２名様より １人＄７９５（税込み）                                    

   （ホテル発着約１２時間（早朝発）ホテル→空港往路のみ送迎付 6/1-9/18）    
 定期便でキングサーモン（約１時間）へ、ここから水上飛行機に乗り換えてブ 
 ルックス・キャンプ（約２０分）入り。パークレンジャーの指示の後、ベアー・  
 ウォッチング。昼食は現地別料金。アンカレジ発着７：３０AM頃 ～ ８PM頃 
  

 

  B-２ 水上飛行機 主催：Rust Flying Service社  
２名様より １人$９５０(税込〕      

（ホテル発着約１０時間、ホテル往復送迎、ピクニックランチ付 7/1-7/31)                       
 時期：７月。フッド湖･スピナード湖発着。水上飛行機で直接カトマイ公園へ。 
 片道約２時間３０分は遊覧気分。レークフッド発着 08:00AM ～ 6から08:00PM 
 

  C 「レーククラーク国立公園ベア・ウォッチング」  
  水上飛行機 主催：Rust Flying Service社  
２名様より１人$９４０   （税込み〕  
（ホテル発着約１０時間、ホテル⇔空港送迎、昼食付 
7/15-9/15) 
水上飛行機でレーククラーク国立公園内のクレセントレーク
へ。ここの湖畔 のロッジをベースにボートでベア・ウォッチン
グ。 
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水上飛行機による遊覧飛行 主催：Rust Flying Service社 

 
アンカレッジ空港のそばにある世界最大の水上飛

行機の基地・フッド＆スピナード湖から水上飛行機に
乗って空からアラスカを遊覧。出発時間は調整可能です。 
(送迎付) 
 
A. 氷河＆大自然ツアー  ２名様より １人$２７０（税込み〕 
（フライト１．２５時間、ホテル発着約２．５時間、送迎付） 
一番手軽なセスナ・フライト。パーマー農業地帯からチュガッチ山脈の東側に
回り込み、奥行き４０キロのニック氷河を遊覧。そそり立つ氷壁、目を奪うグレ
イシャー・ブルー。氷河の上にできるコバルトブルーのアイスポンドや野生動
物のドールシープやムースを見る機会もあります。帰りにワシラのルシール湖
で着水することもできます（追加料金＄５０） 
 

B. デナリ山フライト      ２名様より １人 $４４５(税込み〕 
（フライト３時間、ホテル発着４時間、送迎付) 
北米大陸最高峰６、１９０ｍのデナリ山へ遊覧飛行。広大なアラスカの大自然
を空から見学するのも一考。標高差１、０００メートルの絶壁が連なるグレー
ト・ゴージ、眼下に流れるルース氷河、山中に入ると折りなす高峰や山岳氷河
は圧巻。小型機による遊覧飛行の醍醐味を満喫できます。途中で人里はなれ
た湖にランディングすることもあります。 
 

C. プリンスウィリアム湾・氷河ツアー ２名様より  １人 $４２０（税込み） 
（フライト３時間、ホテル発着４時間、送迎付） 
幅６キロ、奥行き６０キロ、海面よりの高さ８５メートルのコロンビア氷河はアラ
スカでも最大級の氷河。ターナゲイン入り江からプリンスウィリアムズ湾に入
り、カレッジフィヨルドの氷河群を遊覧してコロンビア氷河にアプローチします。  
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メジャーマリーン・クルーズ 主催:Major Marine Tours社 

アンカレッジから、ウィッティアへ行き、氷河

の密集する プリンスウィリアム湾の約５時

間半のクルーズになります。昼食は、豪華

なサーモンとプライムリブのバッフェです。 

 

 A. サプライズ氷河 (昼食付、１名より催行 5/20-9/17 ） 

クルーズのみ 約５時間半 1名様より 1人 大人＄１８０ 12:15pm-5:30pm    

往復鉄道利用 約１１時間 １名様より １人 大人＄２９０ 
                                                      
アンカレジ駅発着：９：４５AM～９：１５PM 
B.ブラックストーン氷河 (昼食付、１名より催行 5/27 –8/27) 

クルーズのみ 約４時間半 1名様より 1人 大人＄１４５ 12:45pm-5:15pm 
往復鉄道利用 約１１時間 １名様より １人 大人＄２７０ 
                                                     アンカレジ駅発着：９：４５AM～９：１５PM 
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氷河 

クルーズ 

ウィッティア発               

   A.２６氷河観光クルーズ     
  主催：Phillips’ Cruise & Tours 
   （プリンス・ウイリアムズ湾、 
    クルーズ時間約５時間 
 昼食付き、１名より催行 5/5-9/30) 
 

港町ウイッティアから高速双胴船 
クロンダイク号で約５時間の氷河クルー

ズ。チャンスがあれば、船上で太古の氷でオンザロックにトライ！（別料金） 
  

クルーズのみ 約5時間 1名様より 1人 大人＄１８０（２-１１才 $１２０）      

往復バス利用 約１０時間 １名様より １人 大人＄２４５ （２－１１才 ＄１５５） 
   キャップテンクック・ホテル発着 ０９：３０AM～ ０７：３０PM 

往復 鉄道利用約１２時間 １名様より １人 大人＄２９０ （２－１１才＄１７５） 
             アンカレッジ駅発着 ０９：４５AM－０９：１５PM 5/27-9/18 
 

B. グレイシャークエスト･クルーズ 主催:Phillips’ Cruise ＆ Tour社 
(ブラックストーン氷河、昼食付、１名より催行 5/13—9/10) 
クルーズのみ 約４時間 1名様より 1人 大人＄１２５  （２－１１才＄８５）    

往復バス利用 約１０時間 １名様より １人 大人＄１９０ ２－１１才＄１２０）   

キャップテンクック・ホテル発着 ０９：３０AM～ ０７：３０PM 
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氷河 

クルーズ 

ウィッティア発 

キーナイフィヨルド国立公園クルーズ 
主催：Kenai Fjords Cruise & Tour社 （昼食付、１名より催行 5/6-
9/30） 

海からしかアクセスできないキーナイフィヨルド国立公園を、
港町スワードから楽しむクルーズ。ホルゲート氷河（又は、ア
イアリック氷河）や海の動物（ラッコ、トド、いるか、シャチや
鯨）に出会うチャンスあり。アンカレッジからスワード間はアラ
スカ鉄道か定期バスを利用。 

 
 クルーズのみ：１１：３０AM-０５：３０PM 1名様より1人 大人$１８５ 
                               (２-1１才 ＄９５） 
 往復鉄道（駅発着 ０６：４５AM ～１０：２５PM）約１５．５時間       

1名様より １人 大人＄３９３ （２－１１才 ＄１９８） 
（展望車アップグレイド上記金額に追加＄２２０、子供：＄１４４) 

 往路鉄道・復路バス（駅発 ０６：４５AM ～ イーガンセンター着 ０９：３０PM） 
約１５時間  １名様より １人 大人＄３５５ （２－１１才 ＄１９０） 

 往復バス  （イーガンセンター発着 ０７：００AM ～ ０９：３０PM）05/17-09/15  
        約１４．５時間 １名様より 1人 大人＄２９５(２－１１才＄１５０） 
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氷河 

クルーズ 

キーﾅｲ発 

釣りのメッカ、キーナイ川でサーモン・フィッシング！ 
 （注＊）フィッシングライセンスは別料金となります。） 
 

A. キーナイ川・フィッシング主催：Great Alaska Fish Camp社           
（約１２時間、現地英語ガイド、送迎、釣具、昼食付き） １名様より １人 ＄４３０*         
フィッシングで有名なキーナイ半島のキーナイ川でボート・フィッシング。ロッジ
まで片道３時間。到着後、昼食のあと午後約４時間のボート・フィッシング。現
地ガイドが釣具を準備して ボートでポイントをご案内します。（禁漁日あり） 
 

B. フライ・イン・フィッシング 主催：Rust Flying Service社 
（約１１時間、現地英語ガイド、送迎、釣具、昼食付き）    １名様より １人$６１０* 
アンカレジから水上飛行機でフィッシングロッジへ往復。片道４０分程のベスト
ポイントへ。 到着後、ロッジの現地ガイドがボートでポイントへ英語でご案内
する豪華フィッシングです。フィッシングは約５～６時間。 
＊＊フライフィッシングをご希望の方は割り増し料金＄５０でフライフィッシング
の専門ガイド（英語）を手配できます。ホテル発６－７AM頃、帰着６－７PM頃。 
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フィッシング 


