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カナダの壮⼤なユーコン準州にある

最も素敵な⼩さな町、ドーソン・  

 シティーへようこそ！

私は、最初、冒険を求めて２００６

年にドーソン・シティーにやって  

 来ました。他の多くの⼈たちと      

 同様、⽂化、歴史、そしてここでの

ライフスタイルが⼤好きになりまし

た。ユーコンに住む⼈達と訪問客の

皆様に信頼できるユーコンでのサー

ビスを提供できないかという思いで

２０１２年に Husky Bus（ドーソ

ン・シティー <=> ホワイトホース間

のシャトルバス）を始めました。  

 それから間もなく、The Klondike

Experience を⽴ち上げました。弊社

は現在、定期公共トランスポーテー

ションからパッケージツアー、⽇帰

りツアー、バックパキング宿泊ツア

ー、などを提供しております。これ

らだけでは⼗分に忙しくないかのよ

うに、妻のサラと私には２⼈の⼦供

がいます。 

THE KLONDIKE EXPERIENCEへ 

クロンダイクでの冒険が待っています

Jesse Cooke ジェッシー・クック

オーナー兼社⻑

ようこそ

 ドーソン・シティーを実家と呼べることを幸せに思います！今、ここの全てを⾒に来ていただく
ために、皆様をお招きしたいと思います。バックパックを持って、カヌーを持って、RVに乗っ
て、またはバスに乗って。⼤きく開かれた⼼を詰め込んで来ることをお忘れなく。そして、新し

く、エキサイティングな何かに備えてお越しください。
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トュームストーン・パークのご紹介

トュームストーン準州⽴公園は、ドーソン・シティーのわずか    

 １００キロメートル北、有名なデンプスター・ハイウェイにあり

ます。険しい⼭脈と亜北極ツンドラは、野⽣動物と独特の草植物

が勢揃いする⽣息地です。ほとんどの観光客は、デンプスター    

 ハイウェイから、道路から、⽇帰りハイキングしながら、または

公園内の主要なキャンプ場で夜を明かしながら同公園を楽しんで

います。

 

トュームストーンのバックカントリーは、歩いて、またはヘリコ

プターでアクセス可能です。

ここを訪れると、同公園が⾃然のままの辺境地であることを感じ

取るでしょう。想像を超える絶景、先住⺠や氷河時代の豊かな    

 歴史が、トュームストーン・パークへの旅を忘れられない体験に

してくれます。

 

同公園を訪れる時が来た際に、私共 The Klondike Experience に

は、⽇帰りであろうが、原野のバックカントリーであろうが、    

 遊覧⾶⾏で空から⼭々の頂を⾒ることでさえ、皆様に提供できる

⾊んなサービスをご⽤意してお待ちしております！
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時間: 7.5 時間

ハイライト:

クロンダイクにおける歴史や重要性をご案内しながらデンプスター・ハイウェイを⾛りま

す。ビジターセンターでは、ハーブティーのサンプルを楽しんでいただけます  

（営業期間のみ）。

パーク内でのハイキング、キャンプ場でのピクニックランチもお楽しみいただけます。沢⼭

の写真を撮って、野⽣動物にも⽬を光らせておいてください。

時間: 6 時間

ハイライト:

パークの景⾊を楽しみながら、⾞でデンプスター・ハイウェイを⾛ります。午後、ピクニック

ランチを楽しみ、ビジターセンターを訪れます（営業期間のみ）。ハイキングをお楽しみ

いただいた後、バックカントリー、オグリビー⼭脈の景⾊を遊覧⾶⾏でお楽しみください。

遊覧⾶⾏後、空港からホテルまで送迎を⾏います。

時間: １.５ 時間

ハイライト: 

ご宿泊ホテルとドーソン・シティー空港間の送迎を⾏います。バックカントリー、

オグリビー⼭脈の景⾊をお楽しみください！カメラをお忘れなく。

トュームストーン・パーク

トュームストーン・パーク １⽇ツアー

トュームストーン・パーク 遊覧⾶⾏ツアー

トュームストーン・パーク ランド＆エアーツアー

⽇帰りツアー
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⾬天決⾏、最少催⾏⼈数設定あり。全て英語ツアー。全てドーソン・シティー発着

リクエストによりチャーターベース（⽇本語）での催⾏も可能



期間：    ７⽇

難易度：上級

ハイライト：

ヘリコプターでトュームストーン準州⽴公園の奇観を発⾒してください！

オグリビー⼭脈への遊覧⾶⾏の後、タルス・レイクに着陸します。そこから４⽇間写真撮影、

ハイキング、探検をしてお楽しみいただけます。

含まれるもの:

タルス・レイクへのヘリコプター搭乗とドーソン・シティーへの⾞両, キャンプ費⽤とパーク

料⾦, キャンプ中の⻝事, ワイルドネス・ツーリズム公認ガイド,ドーソン・シティーでの         

 ホテル,５⽇⽬の⼣⻝とDiamond Tooth Gertie’sへの⼊場料, ６⽇⽬のドーソン・シティー観光, 

キャンプ・ギア ＝  テント（ダブル）, スリーピング・パッド, 寝袋, ウォーター・フィルター,

クッキング・ストーブ, ベア⽸, ベア・スプレー

含まれないもの:

ドーソン・シティー到着、出発のトランスポーテーション, キャンプ中と５⽇⽬の⼣⻝以外の

⻝事, 個⼈使⽤の⾐類（良質のハイキングブーツ、軽くて通気性のある⾐類、レイン・ギア、

暖かい服、バックパック、保険（ツアー出発前にご加⼊の証明が必要です）

⽇程： 

１⽇⽬ ドーソンシティー着

２⽇⽬ ドーソン・シティーからタルス・レイク（Talus Lake）へヘリ移動

３⽇⽬ タルス・レイクからディバイド・レイク（Divide Lake）へ

４⽇⽬ ディバイデッド・レイクからグリズリー・レイク（Grizzly Lake）へ

５⽇⽬ グリズリー・レイクからドーソンシティーへ

６⽇⽬ ドーソン・シティー観光

７⽇⽬ ドーソン・シティー空港へ

トュームストーン・パーク ヘリハイキング

バックカントリー
パッケージ

トュームストーン
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⾬天決⾏、最少催⾏⼈数設定あり。全て英語ツアー。全てドーソン・シティー発着

リクエストによりチャーターベース（⽇本語）での催⾏も可能



期間：  ７⽇

難易度：上級/超上級

ハイライト：

このトレッキングでは、幾つもの険しい⼭頂と広範囲に広がる幾つもの⾕を⾒ながら

トレッキングします。午前中デンプスター・ハイウェイ沿いでの簡単な観光の後、本当の

冒険が始まります：丸４⽇間の辺境の地でのバックカントリー・トレッキングです。

含まれるもの：

トュームストーン・パークとドーソン・シティー間送迎, キャンプ費⽤とパーク料⾦, 

キャンプ中の⻝事, ワイルドネス・ツーリズム公認ガイド,ドーソン・シティーでのホテル,

５⽇⽬の⼣⻝とDiamond Tooth Gertie’sへの⼊場料, ６⽇⽬のドーソン・シティー観光, 

キャンプ・ギア ＝  テント（ダブル）, スリーピング・パッド, 寝袋, ウォーター・フィルタ

ー, クッキング・ストーブ, ベア⽸, ベア・スプレー

含まれないもの：

ドーソン・シティー到着, 出発のトランスポーテーション, キャンプ中と５⽇⽬の⼣⻝以外

の⻝事,個⼈使⽤の⾐類（良質のハイキングブーツ, 軽くて通気性のある⾐類, レイン・ギア,    

暖かい服, バックパック, 保険（ツアー出発前にご加⼊の証明が必要です）

⽇程：

１⽇⽬ ドーソンシティー着

２⽇⽬ ドーソン・シティーからグリズリー・レイクへ

３⽇⽬ グリズリー・レイクからディバイド・レイク/タルス・レイクへ

４⽇⽬ ディバイデッド・レイクからグリズリー・レイクへ

５⽇⽬ グリズリー・レイクからドーソンシティーへ

６⽇⽬ ドーソン・シティー観光

７⽇⽬ ドーソン・シティー空港へ

トュームストーン トレッキング アドベンチャー

バックカントリー
パッケージ

トュームストーンン
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⾬天決⾏、最少催⾏⼈数設定あり。全て英語ツアー。全てドーソン・シティー発着

リクエストによりチャーターベース（⽇本語）での催⾏も可能



⾬天決⾏、最少催⾏⼈数設定あり。全て英語ツアー。全てドーソン・シティー発着

リクエストによりチャーターベース（⽇本語）での催⾏も可能

時間：３時間

ハイライト：

このツアーは、クロンダイク・ゴールドラッシュと現代のマイニング（鉱業）についての

知識を求めておられる全ての⽅に最適なツアーです。⾞窓にてドーソン・シティーで最も

顕著な幾つかの歴史的建造物⾒学します。また深い感銘を与えるドレッジ No.4（浚渫機）

を訪れ、世紀の変わり⽬に、どのように⾦が抽出されていたのか、当時の話を交えながら

聞いていただきます。（下⾞しますが、ドレッジ No.4には⼊場いたしません）。そして

Claim 33にてゴールド・パニング（砂⾦採り）も⾏います。砂⾦が採れることは確約され

ています。

時間：１.２５時間

ハイライト：

町で⼀番⾼い展望ポイントへのドライブをお楽しみいただきます。そこからの景⾊を眺め

ながら地域の歴史、⽂化や⺠俗の話を聞いていただきます。ゴールド・フィールド、      

 クロンダイク川、ユーコン河、クロンダイクバレーなど３６０度の壮⼤な景⾊をお楽しみ

ください。

ドーソン・シティー＆ゴールドフィールド

トップ・オブ・ザ・ミッドナイト・ドーム 

トュームストーン・パーク１⽇ツアー
時間：７.５時間

ハイライト：

クロンダイクにおける歴史や重要性をご案内しながらデンプスター・ハイウェイを⾛り

ます。ビジターセンターでは、ハーブティーのサンプルを楽しんでいただけます

（営業期間のみ）。パーク内でのハイキング、キャンプ場でのピクニックランチもお楽し

みいただけます。沢⼭の写真を撮って、野⽣動物にも⽬を光らせておいてください。

夏季  ⽇帰りツアー
EXPERIENCE THE LAND OF

THE MIDNIGHT SUN
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DO IT
YOURSELF

 個⼈旅⾏者の皆様へ

個⼈でのクロンダイク探索は、フレキシブルなスケジュールとエキサイティングな冒険のチャンスが広がり

ます。トュームストーンへの乗⾞またはレンタル・マウンテンバイクのサービスを⾏っております。

上記写真：Ridge Road トレイル⾒晴台のマウンテン・バイカー達

時間：午前９時〜午後８時まで

ハイライト：

６台の⾼品質のGiant Talonマウンテンバイクを所有しております。レンタルには、

ヘルメット、空気⼊れ、セーフティー・キット、鍵が含まれます。

*ウェイバーフォームにサイン要

マウンテンバイク・レンタル 

時間：１時間

ハイライト：リッジ・ロードは、ドーソン・シティーから約１時間離れた場所にある、 

 マウンテンバイク・トレイルです。キングソロモンズ・ドーム（King Solomon's Dome）

の⼭頂から始まり、いくつかのチャレンジングな登り坂がありますが、主には下りの      

 トレイルです。同サービスは、キングソロモンズ・ドーム⼭頂までのトランスファーで

す。ドーソンシティーまでは、マウンテンバイクでそのまお戻りいただきます。素晴らし

い景⾊、僅かかもしれませんが野⽣動物との遭遇のチャンスをご期待ください。直近で 

 ⾬が降った場合は、泥だらけになりますのでご注意を。最⼤６名様までとなります。

リッジ・ロード（RIDGE ROAD） ドロップ・オフ

時間：１.５時間

ハイライト：

トュームストーン・パークで、１⽇またはキャンプで数⽇の滞在をお考えの個⼈旅⾏者の

皆様に最適です。11:30頃までにトュームストーン・パークのビジターセンターでドロップ

オフいたします。ご希望の⽅にはベア・スプレーのレンタルも可能です。その他のキャン

プギアのレンタルも可能です。在庫に限りがございますが、必要な⽅はお問い合わせくだ

さい。

トュームストーン・パーク ドロップオフ 
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   HUSKY BUS
 チャーター＆定期   

トランスポーテーション

Husky Busは、2012年に設⽴された、ホワイトホースとドーソン・シティー間の⼀番の地上交通機関です。

この２都市の間で、クロンダイク・ハイウェイ沿いのスチュワート・クロッシング（Stewart Crossing）、

ペリー・クロッシング（Pelly Crossing）、ミント（Minto）、カーマックス（Carmacks）に停⾞いたします。

（予約状況により停⾞しない場所も発⽣します）

ドーソン・シティーからホワイトホース⽅⾯への運⾏は、⼟曜⽇、⽉曜⽇、⽊曜⽇、ホワイトホースから

ドーソン・シティー⽅⾯への運⾏は、⽇曜⽇、⽕曜⽇、⾦曜⽇となります。

プライベート・チャーター、イベントでのご利⽤も可能です。お問い合わせください。
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私共のフライ＆ライド  パッケージで、より簡単にユーコンを探索いただけます！全てのツアー、航空機、

バスチケット、ホテルは空き状況次第です。

ご旅⾏期間は、５⽉１⽇から９⽉３０⽇までの間となります。

 FOR INDEPENDENT TRAVELLERS
フライ＆ライド

よりこの場所に辿り着きやすく

 パッケージ

期間：無制限、ご希望期間を決めてください。

ハイライト：

ドーソン・シティーとホワイトホース間の移動を、⽚道バス、⽚道⾶⾏機のパッケージ

です。どちらの区間をバス利⽤ご希望かお知らせください。バスは私共の Husky Bus の

スケジュールに合わせていただく必要がございます。

フライ＆ライド クラッシック

フライ＆ライド ２泊３⽇

期間：２泊３⽇

ハイライト：

ホテル２泊とドーソン・シティーとホワイトホース間の移動を、⽚道バス、⽚道⾶⾏機の

パッケージです。

どちらの区間をバス利⽤ご希望かお知らせください。バスは私共の Husky Bus のスケジュ

ールに合わせていただく必要がございます。

フライ＆ライド ２泊３⽇プラス

期間：２泊３⽇

ハイライト：

無制限の⽇帰りツアー、ホテル２泊とドーソン・シティーとホワイトホース間の移動

を、⽚道バス、⽚道⾶⾏機のパッケージツアーです。

どちらの区間をバス利⽤ご希望かお知らせください。バスは私共の Husky Bus のスケジ

ュールに合わせていただく必要がございます。
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冬季 ⽇帰りツアー 

時間：７時間

ハイライト：

ホテルから美しいデンプスター・ハイウェイを通ってトュームストーン・パークへ向かい

ます。景観もありかつ歩きやすい、ノース・クロンダイク・トレイルをハイキングしま

す。オプションとして、本当のカナダ体験として、ノース・クロンダイク川沿いの

スノー・シューハイキングも可能です。ランチはキャンプ場に向かい、暖まって、調理

⼩屋でサンドイッチ、スナックそして温かいお飲物をお楽しみください。昼⻝後は北へ

進み、更なる景⾊をお楽しみいただきます。カメラと暖かい服装をお忘れなく！

トュームストーン・パーク１⽇ツアー
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ドーソン・シティー＆ゴールドフィールド

時間：３時間

ハイライト：

我々の⼩さな町は、カラフルなもの、歪んだもの、カナダ国定史跡などの建物でいっぱい

です。前世紀の古い銀⾏、政府の建物、などを⾞窓⾒学します。町の⾒学の後は、

ディスカバリー・クレイム（クロンダイクで最初に⾦が⾒つかった場所）と印象的な

ドレッジ No.4（浚渫機）を訪れます。最後に天候が良ければ、ミッドナイト・ドームへ

上がります。ミッドナイト・ドームは、ドーソン・シティーで⼀番⾼い場所にあり、

町と、町をとり囲む景⾊をご覧いただけます。

冬季プログラムは、９⽉１⽇から１０⽉３１⽇までと２⽉１⽇から３⽉３１⽇までとなります。全ての冬季

プログラムはリクエストベースとなりますので、お問い合わせください。

最少催⾏⼈数設定あり。全て英語ツアー。全てドーソン・シティー発着

リクエストによりチャーターベース（⽇本語）での催⾏も可能

* ドーソン・シティーでは防寒具のレンタルはございませんのでご注意ください



冬季 ⽇帰りツアー
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時間：３時間

ハイライト：

夜１０時前後（時期により異なります）にホテルからドーソン・シティー郊外にある

弊社のプライベートキャビンへ移動します。空は完全に光害がなく、椅⼦にもたれ

かかったり、暖炉で暖まったり、オーロラを⾒る絶好の場所です。素敵な写真撮影チャス、

楽しい会話が⽣まれます。ご希望であれば、オーロラ写真撮影のアドバイスを⾏います。

流れ星にも注⽬ください！暖かいキャビンでは、スナック、ティー、コーヒーが’提供され

ます。

オーロラ鑑賞

⽝ぞり

時間：２.５時間

ハイライト：

我々が個⼈的にお気に⼊りの交通機関を体験ください！B-Line Kennels の⽝たちとマッシ

ャーに会い、クロンダイクでの⽝ぞり⽣活の様を学んでください。安全管理に関するご

案内の後、ハーネスをつなぎトレイルへ出発です！とても暖かい服装でご参加くださ

い。スノー・パンツ、フード付きダウンジャケット、厚⼿の⼿袋またはミトンは必ず

必要です。

冬季プログラムは、９⽉１⽇から１０⽉３１⽇までと２⽉１⽇から３⽉３１⽇までとなります。全ての冬季

プログラムはリクエストベースとなりますので、お問い合わせください。

最少催⾏⼈数設定あり。全て英語ツアー。全てドーソン・シティー発着

リクエストによりチャーターベース（⽇本語）での催⾏も可能

* ドーソン・シティーでは防寒具のレンタルはございませんのでご注意ください



オーロラ鑑賞
宿泊付きパッケージ
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同パッケージは、ドーソンシティー着・発のフライトの⼿配も可能です。

最⼩催⾏⼈員は２名様となります。

*ドーソン・シティーでは防寒具のレンタルはございませんのでご注意ください

オーロラ・プロスペクター

期間：２泊３⽇

含まれるもの：

宿泊、朝⻝、⼣⻝、オーロラ鑑賞２⽇、ドーソン・シティー＆ゴールドフィールド ツアー、

ドーソン・シティー博物館⼊場料、ドーソン・シティー歴史ウォーキングツアー

オーロラ・エクスプローラー

期間：２泊３⽇

含まれるもの：

宿泊、朝⻝、⼣⻝、オーロラ鑑賞２⽇、ドーソン・シティー＆ゴールドフィールド ツアー、

ドーソン・シティー博物館⼊場料、ドーソン・シティー歴史ウォーキングツアー、トューム

ストーン・パーク ツアー

オーロラ・アウトドア・アドベンチャー

期間：３泊４⽇

含まれるもの：

宿泊、朝⻝、⼣⻝、オーロラ鑑賞２⽇、ドーソン・シティー＆ゴールドフィールド ツアー、

ドーソン・シティー博物館⼊場料、ドーソン・シティー歴史ウォーキングツアー、B-Line

Kennel（⽝ぞりの⽝⼩屋）⾒学と凍結したユーコン河の上での⽝ぞり体験

（季節により不可の場合あり）



お問い合わせ 

住所：954 Second Ave Dawson City

Yukon Canada Y0B1G0 Box 336

弊社の夏季シーズンは、５⽉から９⽉末まで、秋季プログラム（オーロラ・

ツアー）は９⽉、１０⽉、冬季プログラムは１⽉から３⽉までとなります。

*ご不便・ご迷惑をおかけしますが、１１⽉、１２⽉は、営業しておりません。

ご予約、お問い合わせは、オンライン、電⼦メール、 

 またはお電話にてどうぞ。

 

電話：           1-867-993-3821

ウェブサイト：  www.klondikeexperience.com

電⼦メール：     info@klondikeexperience.com

ソーシャル・メディア：

@klondikeexperience

Your Klondike Adventure Awaits!
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