
日日本本のの山山旅旅  2017年７月のお便り  

＊＊1111 月月ままででのの山山旅旅日日程程最最新新版版！！ツツアアーー実実施施・・残残席席状状況況ののごご案案内内＊＊  

リリピピーータターーのの皆皆ささんん、、いいよよいいよよ暑暑いい夏夏のの季季節節がが近近づづ

ききままししたたがが、、いいかかががおお過過ごごししでですすかか。。私私はは 55 月月中中国国

山山地地のの山山旅旅そそのの 22 かからら九九州州・・九九重重山山、、大大峯峯山山、、玉玉原原

ブブナナ林林、、鍋鍋倉倉山山、、三三陸陸のの山山旅旅そそのの２２ままででのの 11 かか月月間間、、

山山旅旅行行脚脚のの旅旅をを全全ココーースス無無事事大大成成功功ににてて終終了了、、全全行行

程程 77000000 ㌔㌔をを走走破破ししてて 66 月月 2200 日日にに戻戻っっててききまましし

たた。。ツツアアーー間間もも下下見見やや新新ココーースス開開拓拓でで毎毎日日山山をを歩歩きき

回回りり、、冬冬にに訛訛りり切切っったた心心とと体体ももよよううややくく絶絶好好調調ととなな

りりままししたた。。そそのの後後三三陸陸宮宮古古のの山山旅旅でで再再びび東東北北をを往往復復、、

ここれれかかららはは北北海海道道ツツアアーー目目指指しし準準備備中中でですす。。            △△奥志賀・クロベ巨木群  

今今回回のの山山旅旅レレポポーートトはは北北海海道道終終了了後後、、77 月月のの便便りりそそのの２２ででおお伝伝ええすするるととししてて、、取取りり

急急ぎぎ 99 月月以以降降のの最最新新日日程程ををおお知知ららせせししまますす。。今今回回はは 66 月月ツツアアーーででほほぼぼ完完成成ささせせたた十十二二

神神・・千千古古のの森森周周遊遊ルルーートトををははじじめめ、、平平野野ガガイイドドオオリリジジナナルルココーーススをを加加ええてて、、ささららににググ

レレーードドアアッッププ、、ここれれままででととはは一一味味もも二二味味もも違違うう充充実実内内容容のの山山旅旅盛盛沢沢山山でですす。。夏夏ノノ暑暑ササニニ

モモ負負ケケズズ、、気気合合をを入入れれ直直ししててよよーーくくココーーススをを吟吟味味、、楽楽ししいい山山旅旅ププラランンをを練練りりままししょょうう。。  

◆◆◆７７月月のの山山旅旅：：北北のの大大地地・・北北海海道道花花のの山山旅旅へへ◆◆◆    

■西別岳と雌阿寒岳、藻琴山 
道東・花の名山と名湯を巡るゆったり山旅    ★健脚度：３ 

●７月1１日(火)発 ３日間 ●現地参加料金：\75,000（女満別空港集合・解散） 

7 月の山旅は北海道・西別岳 1 本のみ。7 名で貸し切り実施決定です。 

夏の花の山旅ご希望の方は、下記秋田駒コースが最後のチャンスです。 

★７７月月のの山山旅旅・・緊緊急急募募集集……乳乳頭頭山山縦縦走走とと秋秋田田駒駒ムムーーミミンン谷谷ののおお花花畑畑★ 

■秋田駒ケ岳周遊～乳頭山縦走、姫神山   ★健脚度：３                                

●７月30日(日)発 3日間 ●現地参加料金:\63,000（盛岡駅集合・解散） 

☞高山植物の大群落が広がる秋田駒ガ岳～乳頭山の縦走路。1日で全コースを

縦走するのは少々きついので、2日間に分けてそれぞれの魅力をじっくりと味

わいます。雪解けの縦走路に咲くヒナザクラと可憐なミズバショウ、秋田駒ガ

岳周遊コースのコマクサ、チングルマ、シラネアオイその他数多くの高山植物

の大群落が見事です。石川啄木の里山・姫神山もプラス、一本杉峠から縦走。

①盛岡駅（10:00 集合）＝一本杉登山口…△姫神山…こわ坂コース…登山口

（㋭約３時間)＝田沢高原温泉【駒ヶ岳グランドホテル 2 連泊】②＝秋田駒

８合目…△湯森山…△笊森山…千沼ヶ原…△乳頭山…黒湯（㋭約６時間３

０分）＝田沢高原温泉【泊】③＝秋田駒８合目…阿弥陀池…△秋田駒ヶ岳（男

女岳往復㋭30分）…△男岳…ムーミン谷…△横岳…焼森＝８合目登山口（㋭

約４時間）＝田沢高原温泉（入浴休憩）＝盛岡駅（17:00 頃着） 

▶1 名希望あり、あと 2 名以上で実施決定！ 定員 6 名。駒ケ岳グランドホテル 2

連泊確保済、３名から実施。締切りは 7 月 18 日です。 

◆◆９９月月のの山山旅旅：：頑頑張張ろろうう東東北北・・三三陸陸復復興興国国立立公公園園、、そそししてて糸糸魚魚川川もも！！◆◆  

日日本本海海、、津津軽軽・・下下北北半半島島、、三三陸陸のの山山、、巨巨樹樹探探訪訪のの山山旅旅◆◆  

■栂海新道・白鳥山と糸魚川ジオパーク、ヒスイ峡    

北アルプス縦走路最北端の山と日本最大のヒスイの渓流を巡る  

①９月１１日(月)発 ②９月１４日（木）発 ３日間    ★健脚度：３ 

●現地参加料金：\63,000（北陸新幹線糸魚川駅集合・長野駅解散） 

⇒北アルプス縦走路・栂海新道の最終ピーク・白鳥山を、最短コースで周遊。 

糸魚川の温泉をベースに、しろ池の森から戸倉山、小滝川ヒスイ峡やヒスイ

海岸（ヒスイ石拾い）など糸魚川ジオパークの自然景勝地を巡ります。3 日

目は鬼無里村の奥裾花自然園でブナ原生林を巡り、長野から新幹線で。 

①糸魚川(10:11 着)＝しろ池の森…角間池…△戸倉山（往復㋭約２時間 30

分）＝高浪の池＝小滝川ヒスイ峡＝糸魚川温泉【ホテル國富アネックス２

連泊】③＝親不知＝坂田峠＝山姥ノ洞登山口…山姥ノ洞…△白鳥山…栂海

新道…坂田峠（周遊㋭約３時間）＝糸魚川＝ヒスイ海岸（ヒスイ石拾い）

＝ヒスイ王国（見学買い物３０分）＝糸魚川温泉【泊】③＝姫川溪谷＝鬼

無里＝奥裾花自然園（ブナ原生林周遊㋭約２時間）＝長野(17:00 発)  

 

◆◆三三陸陸でで見見つつけけたた原原生生林林ウウォォーーククのの理理想想郷郷・・古古のの自自然然道道をを歩歩ここうう◆◆  

■十二神森・千古の森～十二神山、兜明神岳と霞露ヶ岳   

 三陸の山旅その１…三陸に残されたブナ原生林、巨木の森逍遥   

①9 月 21 日 (木 ) ②9 月 24 日（日）発  ３日間  ★健脚度：３ 

●現地参加料金: \62,000（盛岡駅集合、新花巻駅解散）  

☞東北のブナ森の中でも、最も原生状態が保たれた十二神の森。訪れる人稀な

原始の森は知る人ぞ知る大自然の桃源郷です。かつては整備され森の遊歩道や

十二神森のピークに至るコースも、今ではその殆どが廃道となり、その原始性

はさらに高まっています。その複雑なコースを案内できるのは平野ガイドのみ、

レベルに応じて最良の原生林ウォークを平野流ルートファインディングでご案

内します。平野ガイドが日本の山旅の中で一番好きな原始の森歩き、まだの人

にはぜひお勧めしたいコースです。 

宮古で最も良い自然環境に恵まれた休暇村陸中宮古に2連泊、1日たっぷりと

時間をかけて森の入口から十二森ピーク、または十二神山まで、ブナ原生林の

素晴らしい自然道をじっくりと歩き、静寂に包まれた巨木の森で大自然の気を

存分に吸収して、悠久のひと時を過ごします。三陸山田町から太平洋岸に突き

出した船越半島の霞露ヶ岳は、内陸の登山口から海へと下る最も楽なコースで

歩きます。北上高地北部の名峰・兜明神岳は、区界高原から周遊。 

①盛岡（10:00 集合）＝区界峠＝△兜明神岳(周遊㋭約２時間３０分)＝宮古

【休暇村陸中宮古２連泊】②＝山田町＝十二神巨木の森…△十二神山（周

遊㋭約３時間)＝休暇村陸中宮古【泊】③＝△霞露ヶ岳(㋭約３時間)＝大槌＝

笛吹峠＝道の駅遠野風の丘＝新花巻（17:33 発） 

■遠島岳と遠別岳・安家森、階上岳、種差海岸  

 三陸の山旅その２…平庭高原・日本一の白樺林と静寂のブナ原生林   

●９月 21 日 (木 )発  3 日間   ★健脚度：３ 

●現地参加料金: \63,000（八戸駅集合、盛岡駅解散）  

☞三陸北部、北上高地北部の山を巡る三陸の山旅第 2 弾。三陸海岸の北の

端・蕪島(かぶしま)から海岸線を南下、嶽大明神の階上岳（はしがみだけ）から始ま

り、遠島山、遠別岳・安家森、平庭高原などを巡ります。巨木のある素晴

らしいブナ林と足に優しい自然道の遠島山は、往復５キロの林道歩きを４

駆のノア号でカット、無駄のないゆったり歩きが実現しました。日本一シ

ラカバ林が美しいといわれる平庭高原センターハウス・平庭山荘２連泊。 

①八戸駅(10:31 着)＝蕪島＝種差海岸＝階上岳上部駐車場…△階上岳(往復

㋭約３時間)＝平庭高原【平庭山荘泊】②＝遠島山荘…△遠島山（往復㋭約 2

時間)＝平庭高原駐車場…富士見平（往復㋭１時間）＝平庭高原【平庭山荘

泊】平庭高原【平庭山荘泊】③＝△遠別岳・安家森（往復㋭約 2 時間 40

分)＝葛巻高原＝岩手山焼走り溶岩流＝盛岡駅((18:15 発) 

■七時雨山と安比ブナ林、稲庭岳   

 ９月２７日 (水 )発  ２日間   ★健脚度：２-３ 

●現地参加料金: \42,000（盛岡駅集合・解散）  

☞岩手北部、田代平高原から優美な双耳峰をもたげる七時雨山、ブナと自然

林の美しい稲庭岳、ブナ二次林の美しい安比ブナ林。新安比温泉に１泊して

２日間で効率的に巡ります。①盛岡(9:52 着)＝安比高原ブナの駅…安比ブ

ナの森周遊(㋭約２時間）＝稲庭高原…ブナ悠々の森…△稲庭岳（周遊㋭１

時間 20 分）＝新安比温泉【静流閣泊】②＝田代平高原…△七時雨山北峰…

△南峰（往復㋭３時間 10 分）＝滝沢 IC＝盛岡(18:15 発) 

■津軽・下北半島大周遊の山旅・復活の大尽山  ３日間    

大尽山と縫道石山、津軽鋸岳、十三湖・亀ヶ岡縄文遺跡  ★健脚度３   

●９月３０日(土)発 ３日間 ●現地参加料金:\67,000（新青森駅集合・解散） 

⇒本州最北端の津軽・下北半島。交通不便なこの地域を、平野流コース巡り

と小回りのきく四駆のワゴン車で効率よく穴場を周遊します。恐山の御神

体・大尽山が久しぶりに復活、津軽海峡を見下ろす奇峰・縫道石山、津軽の

ヒバの山など、下北の秘湯・薬研温泉、津軽・不老ふ死各地温泉をベースに

歩きます。①七戸十和田(9:34 着)＝大湊＝角違大川目林道登山口…一体地

蔵…△大尽山(往復㋭約２時間５０分）＝恐山＝薬研温泉【ホテルニュー薬

研泊】②＝大間崎＝縫道石山登山口（往復㋭３時間５０分）＝脇野沢(フェ

リー)＝蟹田＝平館【平館不老ふ死温泉泊】③＝増泊林道…△鋸岳（往復㋭

約２時間）＝竜飛崎＝十三湖・亀ヶ岡縄文遺跡＝新青森(17:44 発)  



◆◆１１００月月のの山山旅旅・・  世世界界一一美美ししいい日日本本のの紅紅葉葉、、錦錦織織りり成成すす東東北北ののブブナナ原原生生林林  

■那須三本槍岳と二岐山、会津の秘湯・二岐温泉 

 那須連峰最高峰と会津・展望の山、静かな山歩き  ★健脚度３ 

●１０月４日（水）発 ２日間 ●現地参加料金:\4３ ,000（新白河駅集合・解散） 

☞那須連山北部の三本槍岳を、大峠林道最奥部まで車で乗り入れ、無用の

林道歩きをカット、効率的に周遊します。新甲子トンネルの開通で新白河

からのアクセスが便利になったため、一日目に二岐山を往復、登山口の二

岐温泉に泊まる嬉しいプランが実現しました。①新白河(9:11 着)＝二岐温

泉御鍋神社登山口…ブナ平…△二岐山・男岳…△女岳（往復㋭約３時間 40

分)＝二岐温泉【柏屋旅館泊】②＝大峠林道登山口…鏡ヶ沼分岐…尾根分岐

…△三本槍岳…大峠…登山口（周遊㋭約４時間)＝＝新白河駅（17:47 発） 

■栗駒古道と千年クロベ、栗駒・秣岳  

秋の栗駒山と役の行者ゆかりの古道を歩く、日本一のクロベ巨樹    

●１０月６日（金）発 ３日間   ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\61,000（一関駅集合、解散） 

☞栗駒山周辺随一のブナ原生林の中を辿る修験の山道・栗駒古道。その奥

にひっそりとたたずむ日本最大級のクロベの巨樹（幹周 9.5m）を探訪。秋

の山旅では、栗駒山の天馬尾根末端部・秣岳から紅葉の美しい上部湿原ま

で往復します。①一関(9:30 着)＝須川高原温泉＝秣岳登山口…△秣岳…天馬

尾根・上部湿原 (往復㋭約３時間)＝須川高原温泉【泊】②＝湯浜温泉登山口

…湯浜温泉…小檜沢…千年クロベ(幹周９m50 日本最大級のクロベ、往復

㋭約４時間３0 分)＝温湯温泉【温湯山荘泊】③＝世界谷地入口…第一湿原

…ブナ平…変則十字路（往復㋭約２時間 30 分)＝厳美渓＝一関（16:37 発） 

■白神山地(青森)と岩木山・巨木の森逍遥、ゆったり山旅    

高倉森～巨木の径、岩木山巨木の森、梵珠山ブナとトチ原生林を巡る 

●１０月９日（月）発 ３日間   ★健脚度：２―３ 

●現地参加料金:\65,000（新青森集合・解散） 

☞白神山地の中でもブナ原生林の素晴らしさを最も味わえる津軽峠から高倉

森～巨木の径を歩き、岩木山・巨木の森で憩い、ブナやトチの原生林が美し

い梵珠山を周遊。秋の白神山地（青森）ゆったり山旅です。 

①新青森(9:50 着）＝岩木山神社＝岩木山スカイライン＝巨木の森（ブナ原

生林逍遥（約１時間）＝相馬村【星の宿ロマントピア相馬２連泊】②＝西目

屋村＝津軽峠…△高倉森…マザーツリー…巨木の径…遊々の森（㋭約３時

間３0 分)＝相馬村【泊】③＝道の駅アップルヒル＝青森県民の森…△梵珠

山…△釈迦堂山…登山口（周遊㋭約２時間３０分）＝新青森(17:44 発) 

＊1 日目は希望によりクロクマの滝―ブナ原生林周遊に変更も可能です。 

■白神山地 (秋田)と森吉ノロ川ブナ原生林・ブナ三昧の山旅    

藤里駒ケ岳・岳岱ブナ原生林、森吉山縦断とノロ川ブナ原生林 

●１０月１５日（日）発  ３日間   ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\66,000（大館能代空港集合・解散） 

☞秋田白神山地と森吉山のブナ原生林の魅力を効率的に味わえる秋の山旅ス

ペシャル・コース。白神山地は藤里をベースに、岳岱、藤里駒ケ岳、紅葉絶

景の釣瓶落峠を巡ります。森吉山はゴンドラ利用で山麓高原まで縦走するベ

ストコースで歩き、森吉山随一のノロ川ブナ原生林を周遊、錦絵のような紅

葉絶景を堪能します。①大館能代空港(10:05 着）＝森吉野生鳥獣センター

…△ノロ川ブナ原生林（周遊㋭約３時間)＝森吉山荘【泊】②＝阿仁ゴンド

ラ駅（ゴンドラ）上駅…石森…△森吉山…山人平…ヒバクラ分岐…森吉山

山麓高原（㋭約４時間 40 分）＝藤里【ゆとりあ藤里泊】③＝黒石沢登山口

…藤駒湿原…四合目…△藤里駒ケ岳…新道…登山口＝釣瓶落峠＝大館能代

空港(18:05 発) ＊現在 4 名グループで実施決定。残席２あり。 

■秋の南八甲田・赤沼と雛岳、八幡平・毛せん峠 

 八甲田周辺随一のブナ原生林・赤沼の紅葉時期に   ★健脚度３     

●１０月12日（木）発 ３日間 ●現地参加料金:\6５,000（新青森駅集合・解散） 

⇒静寂の南八甲田・赤沼を美しい紅葉の時期に訪れます。平野ガイドが見つ

けた巨木の森ルートを周遊、蔦の森のブナ原生林、ブナ森の自然道が素晴ら

しい八甲田連峰東端の雛岳など、大混雑の北八甲田では味わえない静かな山

旅を満喫できます。八幡平周辺で一番素晴らしいブナ原生林の紅葉に出会え

る後生掛温泉から毛せん峠へのコースをプラスした紅葉特選山旅です。 

①新青森(9:50 着）＝酸ケ湯＝仙人橋…△赤沼…巨木の森ルート…仙人橋

（㋭約３時間）＝蔦温泉（蔦の森周遊㋭約３時間）＝猿倉温泉【猿倉元湯

泊】②＝箒場岱登山口…小岳分岐…△雛岳（往復㋭約３時間）＝奥入瀬バ

イパス＝森の神（日本一のブナ巨木、㋭往復２０分）＝御鼻部山＝十和田

湖北岸紅葉ドライブ＝大湯温泉【龍門亭千葉旅館泊】③＝鹿角＝八幡平後

生掛温泉…国見峠…毛せん峠…△栂森（往復㋭約３時間）＝八幡平頂上＝

樹海ライン＝滝沢ＩＣ＝盛岡（18:15 発） 

■秋の裏磐梯・雄国山とデコ平ブナ原生林、中津川渓谷 

裏磐梯五色沼周辺の原生林と渓谷・紅葉の山旅    

●１０月1９日(木)発 ２日間             ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\43,000（会津若松駅集合、解散） 

⇒秋の裏磐梯の沼と渓谷、ブナ原生林を巡る秋の山旅。裏磐梯で一番のブナ 

生林・デコ平と雄子沢のブナ林を紅葉の時期に訪れます。 

①会津若松＝裏磐梯五色沼＝デコ平駐車場…ブナ林巨木…百貫清水（往復㋭

約２時間１0 分）＝秋元湖・中津川渓谷探勝路＝裏磐梯【裏磐梯ロイヤルホ

テル泊】②＝雄子沢登山口…ブナ原生林…雄国山…雄国沼休憩舎…（雄国

沼往復 30 分）…雄子沢登山口（㋭約３時間 30 分)＝会津若松駅  

＊現在 4 名グループで実施決定。残席２あり。 

■玉原高原ブナ林・鹿又山と尼ガ秀山、玉原湿原周遊        

関東で一番近いブナ林、新緑の山旅２日間 ベストコースで 

10月22日(日)発 ２日間   ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\39,000（上越新幹線上毛高原駅集合・解散） 

☞首都圏から一番近いブナ林・玉原高原を、高原の宿水芭蕉に１泊してゆ

とりを持って歩きます。無用の林道歩きを最低限に抑え、平野ガイドなら

ではのコース巡りで、玉原湿原を取り巻く２つの山とブナ林の見どころを、

２日間に分けてじっくりと歩きます。 

①上毛高原駅(8:54 着)＝玉原高原センターハウス…玉原湿原入口…△尼ガ

秀山…長沢三角点…ブナ平…探鳥路…センターハウス（㋭約４時間）＝高

原の宿水芭蕉【泊】②＝鹿又山登山口…ブナ原生林…△鹿又山…西尾根…

ブナ平…センターハウス（㋭約３時間 30 分）＝上毛高原駅（17:26 発） 

■鍋倉山・巨木の森と天水山ブナの森、カヤノ平ブナ原生林         

信越トレイルのブナ林ベストスポットを巡る、紅葉の山旅スペシャル  

●10月２４日(火))発 ３日間   ★★健脚度：３ 

●現地参加料金:\6２ ,000（新幹線越後湯沢駅集合、飯山駅解散） 

☞戸狩温泉に 2 連泊、鍋倉山を㊙入口から巨木の谷～頂上から関田峠、茶屋

池の大ブナコース、ブナ原生林が美しい天水山など、信越トレイルのベス

トスポットをじっくりとゆとりを持って歩きます。もう一つのブナ原生林

の穴場・カヤノ平もプラスしました。①越後湯沢駅(9:08 着)＝天水山松之

山登山口…△天水山…ブナ尾根（往復㋭約２時間 30 分）＝戸狩温泉【四季

彩の宿かのえ 2 連泊】②＝鍋倉山登山口…巨木の谷・森太郎…△鍋倉山…

関田峠＝茶屋池（大ブナコース周遊㋭約４０分）＝戸狩温泉【泊】③＝カ

ヤノ平…ブナ原生林…東コース…北ドブ湿原…西コース…カヤノ平＝馬曲

温泉（入浴休憩各自）＝飯山駅(17:00 頃着) 

■秋の大峰山・弥山と稲村ガ岳、三輪山と明日香古代遺跡  

修験の霊峰を日帰りで、大峰山村の温泉・洞川温泉  ★健脚度：３ 

●10月27日(金)発 ３日間 ●現地参加料金:\６3,000 (橿原神宮駅集合解散） 

☞6 月新緑の山旅で訪れた大峰山を秋の紅葉の季節に歩きます。大好評の洞

川温泉・花屋徳兵衛に２連泊してゆとりをもって 2 つの山を日帰りで歩き

ます。稲村が岳はレンゲ谷林道終点まで車で乗り入れ、自然林の美しいレ

ンゲ谷を登り、母公堂へと下るベストコースが完成、ゆとりを持って歩け

ます。稲村が岳北尾根ルートを辿り、宝剣前の広場でランチタイム、弥山

は行者還トンネル西口から最短コースで往復、１日目は日本の神の山の中

心といわれる三輪山と明日香村の古代遺跡を巡ります。 

①大和八木駅(10:38 着)＝△三輪山（奥宮参拝往復㋭約 2時間）＝明日香

石舞台＝洞川温泉【花屋徳兵衛 2 連泊】②＝清浄大橋林道終点登山口…蓮

華辻…山上辻・稲村小屋…△稲村が岳…宝剣…山上辻…法力峠…母公堂（㋭

約６時間)＝洞川温泉【泊】③＝行者還トンネル西口…奥駆道出合…聖宝ノ

宿跡…弥山小屋…△弥山（㋭約５時間 40 分）＝橿原神宮前駅(17:55 発) 



■秋の御在所岳と東雨乞岳～七人山・ブナ自然林周遊        

御在所岳表道と三人山～七人山の新ルート・紅葉のブナ林逍遥 

10 月 30 日（月）発 ２日間  ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\42,000（米原駅集合・湯の山駅解散）  

☞新緑の山旅で訪れた三人山から 7 人山への自然林新ルートを、紅葉の季

節に訪れます。御在所岳は一番標高が高く楽な表道から登り、静かな南峰

でランチタイム、下山は大黒岩から絶景を眺め、一ノ谷新道で下ります。

①湯の山温泉駅（9:56 着）＝表登山口…百軒滝展望台…△御在所岳…山

上広場…大黒岩…一ノ谷新道…登山口（㋭約３時間 30 分）＝湯の山温泉

【ホテル鹿の湯泊】②＝武平峠郡界尾根登山口…一服峠…△三人山…△東

雨乞岳…△七人山…コクイ谷…登山口(㋭約５時間）＝米原駅（17:57 発） 

＊体力と希望によっては御在所岳頂上からリフト＋ロープウェイで下山も可能。 

 

≪≪今今年年のの１１泊泊２２日日忘忘年年山山行行はは弥弥彦彦山山とと能能登登、、伊伊豆豆ををププララスス≫≫  

■秋の能登半島、鉢伏山のブナ林と石動山、気田大社        

能登唯一のブナ原生林と石動山神聖の森、気多大社 

●11月2日(木)発 ２日間   ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金: \4２ ,000（北陸新幹線金沢駅集合、解散） 

☞能登半島に残された唯一のブナ原生林・鉢伏山と修験の山・石動山、能

登国一の宮・気多大社を巡る能登秋の山旅スペシャルです。大好評の和倉

温泉のと楽に泊まり、２日間奥能登大周遊の山旅とドライブを楽しみます。

①金沢駅（10:00 頃集合）＝気田大社（本殿参拝㋭約４０分）＝石動山

資料館…△石動山（周遊㋭約１時間 20 分）＝七尾城跡＝和倉温泉【日本

の宿のと楽泊】②＝輪島朝市（見学約 1 時間）＝△鉢伏山ブナ原生林（周

遊㋭約２時間）＝禄剛崎＝見附島＝金沢駅（夕方） 

■秋の弥彦山と国上山、岩室温泉  ２日間  

①１1月5日(日) ②１１月７日(火 )発 ２日間  ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金：\4１ ,000（上越新幹線燕三条駅集合、解散）  

☞4 月のユキワリソウの頃に訪れた弥彦山と国上山を、紅葉の季節に再訪。

岩室温泉ゆもとやに泊まり、ゆったりコースで秋の山旅を満喫します。 

①燕三条駅（9:54 着）＝国上寺駐車場…△国上山…蛇崩…駐車場（㋭約

２時間 30 分）＝天神山城址＝岩室温泉【ゆもとや泊】②＝西生寺…能登

見平…△弥彦山…九合目駐車場（㋭約２時間３０分）＝寺泊（市場で買い

物）＝三条金物アウトレット＝燕三条駅（17:50 発） 

■伊豆・皮子平のブナ原生林と天城越え   

①11 月８日（火）②11 月 10 日（金）発 ２日間 ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金:\31,000（三島駅集合・解散） 

伊豆天城山の西麓・皮子平は天城随一のブナ原生林として知られています

が、そこに至る往復１４キロの筏場林道歩きが難点でツアーにはできませ

んでした。今回伊豆森林管理署から林道通行許可をもらえることになり、

理想的な伊豆・ブナの山旅が実現しました。 

①三島駅（8:19 着）＝修善寺＝筏場林道（７㌔）＝上井屋歩道入口…西

皮子平…東皮子平…天城一のブナ大木…戸塚峠（往復㋭約３時間）＝筏場

林道＝稲取温泉【ペスカードいなとり泊】②＝河津＝天城峠＝天城の太郎

杉…滑沢渓谷…踊り子歩道…道の駅天城越え＝旧天城トンネル＝三島駅 

■秋の大マテイ山と雁ヶ腹摺山  ２日間  ★健脚度 ３ 

①１1月17日(金) ②11月18日(日) 発 ２日間    ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金:\27,000（大月駅集合・解散） 

☞奥多摩周辺で最も自然林が残された大マテイ山を紅葉の季節に。腐葉土

と落葉の山道は足に優しく、何度でも歩きたくなる大穴場スポットです。

まだの人は是非一度歩いてみてください、2 度目以上の人も毎年一度は歩く

価値ありです。雁ヶ腹摺山は大月から林道を大峠まで乗り入れ、最短コー

スで往復、頂上から五百円札写真の富士山を眺めながらランチタイムを。

①大月駅(9:00頃集合)＝松姫峠…△鶴寝山…△大マテイ山…大ダワ…大トチ

の木…松姫峠（㋭約４時間 15 分)＝小菅村【廣瀬屋旅館泊】③＝大月＝大峠

…△雁ヶ腹摺山…大峠（往復㋭約２時間)＝大月（16:00 頃着）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



平平平野野野ガガガイイイドドドのののニニニュュューーージジジーーーララランンンドドド大大大自自自然然然ウウウォォォーーーククク・・・予予予告告告    

ニュージーランド・ハイキングツアー

のパイオニア・平野洋一が現地ガイドする

ニュージーランド大自然ウオーク・シリー

ズ。2018 年 1 月から新企画コースを含

め実施する予定です。NZ 環境省から認可

されたオリジナルの各コースを中心に、ニ

ュージーランドの大自然を知り尽くした平野ガイド 

ならではの大自然ウォークと快適なドライブで皆さんをご案内します。 

これまでと一味違う本物の NZ の大自然満喫の山旅、ご期待下さい。 

フィヨルドランド大自然ウォークと南島の大自然周遊 11 日間 

マナポウリ湖とハウロコ湖、マルイア温泉周辺のブナ原生林を巡る  

平野ガイドのホームグラウンド・フィヨル

ドランド国立公園とマルイア温泉周辺の原

生林ウォーク、平野ガイド開拓のベスト・

スポットをご案内します。 

■出発日 (日本発 )：  

①2018年１月９日(火)②2月24日(土) 

■旅行代金：NZ$4,400（クイーンズタウン-クライストチャーチ 

■日本からのツアー主催（予定）：①ノマド ②アトラストレック 

（各ツアーの料金はお問い合わせ下さい） 

☞②③④テアナウ３泊：マナポウリ・モニュメン

ト、ミルフォード・サウンド＋キー・サミット ⑤

レイク・ハウロコ-クイーンズタウン泊 ⑥フッカ

ー・バレー、マウント・クック泊 ➆ビーレー尾根、

アーサーズ・パス泊 ⑧⑨マルイアスプリングス２

泊：ラフサドル ⑩ルイストップ・トラックー 

クライストチャーチ泊 

 

ルルーートトババーーンン・・トトララッッククととフフォォッッククスス氷氷河河、、南南島島縦縦断断のの山山旅旅１１１１日日間間 

NZ 随一の山岳展望トレッキングとフォックス氷河展望ハイキング 

ニュージーランド随一の山岳展望、ル

ートバーン・トラックを歩いた後、平

野ガイドがクイーンズタウンから西海

岸―ウエストランド国立公園・フォッ

クス氷河―マルイアスプリングス―ク

ライストチャーチまで南島縦断、大周

遊の山旅＆ドライブ。 

フォックス氷河では氷河とサザンアルプスを見晴らす My.Fox へのハイキ

ング。マルイア周辺では平野ガイドオリジナルの原生林ウォークをご案内

する南島大自然スペシャル 11 日間コースです。 

■出発日 (日本発 )：2018 年２月 5(月)  

■旅行代金：NZ$4,４０0（クイーンズタウン-クライストチャーチ） 

■日本からのツアー主催：アトラストレック（料金はお問い合わせ下さい） 

☞②クイーンズタウン泊 ③④ルート

バーン・トラック２泊３日 ⑤クイー

ンズタウン泊 ⑥⑦フォックス氷河 2 

泊、レイク・マセソン、Mt.フォック

ス ⑧⑨マルイアスプリングス 2 泊、

ラフサドル ⑩ルイストップトラック

-クライストチャーチ泊 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

各ツアーとも日本からのパッケージツアーもあります。ご希望の方は主催旅

行会社と料金をご案内しますのでお問い合わせください。  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

ニニュューージジーーラランンドド南南島島中中北北部部のの大大自自然然周周遊遊ハハイイキキンンググ９９日日間間 

NZ 最古の地層・カフランギ国立公園とネルソンレイクス、マルイアの自然探訪 

南島最北部に位置するカフランギ国立公

園では、モツエカの町をベースに大理石の

山 Mt,Arthur を日帰りで往復。その後、

アーサーズ・パスとネルソンレイクスの 2

つの国立公園を巡り、NZ 最大級のブナ純

林が広がるマルイアールイスパス国定自

然保護区での原生林ウォークなど、ニュー

ジーランド南島中北部の大自然を巡る大周遊ドライブ＆山旅 9 日間。これ

まで何度ニュージーランドを訪れた人でも決して体験したことがない平野

ガイドのみ案内可能なニュージーランドの大自然スペシャルコースです。 

■出発日 (日本発 )：①2018 年２月 16 日(金) ②3 月 5 日(月) 

■旅行代金：NZ$3,6０0（クライストチャーチ-クライストチャーチ） 

■日本からのツアー主催（予定）：①ノマド ②アトラストレック 

☞②アーサーズ・パス泊 ③④モツ

エカ伯、Mt, アーサー⑤ネルソンレ

イクス泊 ⑥フッカー・バレー-マ

ウント・クック泊 ➆レッドターン

ズ-ビーレーの森、アーサーズ・パ

ス泊 ⑧⑨マルイアスプリングス

２泊：ラフサドル ⑩ルイストップ

-クライストチャーチ泊 

フフフィィィヨヨヨルルルドドドララランンンドドドとととマママウウウンンントトト・・・クククッッックククゆゆゆっっったたたりりりハハハイイイキキキンンングググ９９９日日日間間間   

フィヨルドランドとマウント・クック２大国立公園ハイライト  

ニュージーランド・ハイキングのメッ

カ、フィヨルドランド国立公園の大自

然の魅力を、フィヨルドランドを歩い

て３０年、この地を知り尽くした平野

ガイドがご案内します。マナポウリと

ハウロコでのハイキングに加えて、ミ

ルフォードサウンドでも一味違うバックカントリー巡りを含め、テ・アナ

ウに４連泊してフィヨルドランドの大自然の魅力をゆったりと味わいます。

マウントクックでのハイキングやクイーンズタウン他、南島の主な観光す

ぽっとも巡る、ニュージーランドが初めての人にもお勧めのツアーです。 

■出発日 (日本発 )：2018 年 1 月 19 日(金)  

■旅行代金：NZ$３,８０0（クイーンズタウン-クライストチャーチ） 

■日本からのツアー主催：アトラストレック（料金はお問い合わせ下さい） 

☞②③④⑤テ・アナウ４泊、マ

ナポウリ・モニュメント、ミル

フォードサウンド、レイク・ハ

ウロコ ⑥レイク・マボラーク

イーンズタウン泊 ⑦フッカー

バレー-マウント・クック泊 ⑧

テカポ-クライストチャーチ泊 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

…それでは皆さん、これからも日本の山旅、ニュージーランド大自然ウオ

ークで平野ガイドと共に山と森を歩き、大自然の気を一杯吸収して元気を

もらい、充実した山旅人生を過ごしましょう。… 

    2017 年７月７日  コロミコ・トレック / 平野 洋一 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

  

コロミコ・トレック連絡先：☎045-481-0571 

平野携帯：080-5665-9186 ✉ koromiko2@pop07.odn.ne.jp 
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