
日日本本のの山山旅旅・・平平野野ガガイイドドかからら１１１１月月ののおお便便りり  

★★1111 月月のの山山旅旅催催行行状状況況、、新新＆＆改改定定ココーーススののごご案案内内★★  

1100 月月のの山山旅旅はは＜＜玉玉原原ブブナナ林林＞＞＜＜真真

昼昼ブブナナ悠悠々々のの森森＞＞とと＜＜大大ママテテイイ山山＞＞のの

33 本本、、1111 月月はは 44 日日発発＜＜御御在在所所岳岳・・三三

人人山山＞＞、、すすべべてて無無事事大大成成功功ににてて終終了了しし

ままししたた。。ここれれでで今今年年のの日日本本のの山山旅旅ははほほ

ぼぼ終終了了、、残残すすはは近近郊郊のの山山日日帰帰りりツツアアーー

ののみみととななりりままししたた。。  

1111 月月日日帰帰りり山山旅旅はは高高尾尾山山～～景景信信山山周周遊遊・・平平野野流流新新ココーーススでで実実施施予予定定でで

ししたたがが、、台台風風 1199 号号のの豪豪雨雨のの影影響響でで、、裏裏高高尾尾・・日日影影沢沢林林道道とと小小下下沢沢林林道道がが

通通行行止止めめととななっっててししままいい、、残残念念ななががらら中中止止ととななりりままししたた。。  

そそのの代代わわりり、、伊伊豆豆天天城城のの大大穴穴場場・・猿猿山山ココーーススをを新新設設定定、、日日帰帰りり新新ココーースス第第

22 弾弾ととししてて実実施施すするるここととににななりりままししたた。。伊伊豆豆のの山山をを何何度度歩歩いいたた人人ででもも、、歩歩

いいたたここととももままたた知知ららなないい天天城城のの秘秘境境、、平平野野ガガイイドドののみみごご案案内内ででききるる天天城城随随

一一のの自自然然林林ココーーススでですす。。今今年年最最後後のの山山旅旅はは伊伊豆豆でで、、日日帰帰りり、、11 泊泊ココーーススのの 22

種種類類用用意意ししままししたた。。ここれれままででにになないい新新ココーーススでですすののでで、、ここれれままでで伊伊豆豆のの山山

旅旅にに参参加加さされれたた人人もも含含めめ、、すすべべててのの日日本本のの山山旅旅リリピピーータターーのの皆皆ささんんににおお勧勧

めめのの山山旅旅でですす。。  

▼………伊豆の山旅・日帰り新コース：天城の秘境・猿山～小僧山……▼ 

★前回のお便りで 11 月 25 日発に 1 名希望あり、追加募集をしていましたが、都

合によりキャンセルとなりこの日は中止、以下の出発日に変更となりました。 

新伊豆の山旅・天城猿山と小僧山・日帰り新コース             

天城随一のブナ原生林、小僧山から猿山・兄弟ブナ広場に憩う 

①11 月 27 日(水) ②28 日(木) ③12 月 8 日(日) ★健脚度：2+ ～ 3+ 

●現地参加料金:\５ ,000（三島駅集合・解散） 

天城連山から西へと続く伊豆山稜線歩道。その滑沢峠から猿山へと派生す

る尾根は、天城で最も原生状態が保たれ、静かな山歩きを楽しめる穴場で

す。ガイドブックにも載っていないマーカーと地図頼りの本来の山歩きの

魅力を味わえる貴重なスポット。平野流コース巡りで最も効率的かつ最短

コースで往復。伊豆で一番人気の村の駅や東府やベーカリーにも立ち寄る

秋の伊豆の山旅＆ドライブ日帰りスペシャル。 

①三島駅（8:19 着）＝伊豆縦貫道路＝湯ヶ島＝道の駅天城越え＝旧大川

端キャンプ場入口…二本杉峠…分岐三方…△小僧山…△猿山…兄弟ブナ

広場（往復㋭約 5 時間）＝東府や＝三島駅（1８:00 頃着） 

＊ゆったり歩き希望の場合は小僧山まで往復（㋭約 3 時間、健脚度２～２⁺）

も可能です。その後の周遊ドライブはグループの希望で変更も可能です。 

＊横浜駅集合解散も可能、平野ノア号で現地に直行、帰りは場所により自宅

まで送迎も可能です。帰りの荷物・お土産運びが助かります。往復￥2,000

プラス、ご希望の人は平野ガイドまでお問い合わせください。 

＊①4 名グループで貸切り実施決定 ②③2 名から実施。グループ貸切りも

可能、定員 7 名。 

新伊豆の山旅その３・天城猿山～小僧山と函南原生林               

天城随一のブナ原生林、小僧山から猿山・兄弟ブナ広場に憩う 

①12 月 1 日(日)発 ②12 月８日(日)発２日間  ★健脚度：３～3+ 

●現地参加料金:\31,000（三島駅集合・解散） 

伊豆高原の温泉リゾートに泊まり、天城の秘境・猿山をじっくりと歩く 2

日間コース。1 日目は函南原生林を平野流アプローチで最も効率的な歩き

方で周遊、アカガシの巨樹とブナ、ケヤキの原生林をそぞろ歩きます。 

ゆったり歩きから健脚向けまで、グループのレベルと希望に応じた歩き方

でご案内します。松川湖や萬城の滝など、これまで何度も伊豆を訪れた人

も知らない㊙スポットや、吉奈の＜東府や＞の名庭でのコーヒータイム、

伊豆一番人気の村の駅なども巡る、これまでにない平野ガイドオリジナル

の伊豆の山旅＆ドライブスぺシャル２日間です。 

①三島駅（8:19 着）＝スカイウォーク（各自、希望者のみ）＝函南原生

林（周遊㋭約１時間３０分）＝修善寺＝萬城の滝＝松川湖（湖畔往復㋭1

時間）＝伊豆高原【ホテルアンビエント伊豆高原泊】②＝冷川＝修善寺＝

天城太郎杉＝林道終点猿山登山口…滑沢峠…分岐三方…△小僧山…△猿

山…兄弟ブナ広場（往復㋭約 5 時間）＝道の駅天城越え＝東府や＝中伊

豆ワイナリー＝三島駅（17:00 頃着） 

＊①②３名から実施。グループ貸切りも可能です、定員６名。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日本の山旅 2020 年希望コース受付開始、12 月中にプランを練りましょう。 

とといいううここととでで、、今今年年のの日日本本のの山山旅旅はは 1122 月月伊伊豆豆のの山山旅旅でで終終了了、、平平野野ガガイイ

ドドはは年年明明けけ 11 月月 33 日日かからら約約 22 かか月月、、ニニュューージジーーラランンドドでで大大自自然然ウウォォーークク

ののガガイイドドのの予予定定でですす。。ここれれかからら 1122 月月末末ままででにに来来年年のの日日本本のの山山旅旅ププラランンにに

取取りりかかかかりりまますす。。来来年年かかららはは、、ままずずググルルーーププやや個個人人のの皆皆ささんんのの希希望望にによよりり、、

基基本本ププラランンをを作作りりまますすののでで、、ででききるるだだけけ早早くく希希望望ココーーススをを平平ののガガイイドドににごご

連連絡絡下下ささいい。。具具体体的的なな山山やや場場所所がが決決ままっってていいなないい場場合合はは、、33 月月、、44 月月はは花花

のの山山旅旅、、55 月月はは＜＜西西日日本本のの山山とと森森・・新新緑緑のの山山旅旅＞＞、、＜＜66 月月はは東東北北ブブナナ新新緑緑

のの山山旅旅＞＞、、＜＜77 月月はは東東北北他他花花のの山山旅旅＞＞ななどどごご希希望望のの山山旅旅のの形形ををおお伝伝ええくくだだ

ささいい。。具具体体的的なな日日時時、、又又はは曜曜日日、、日日数数、、歩歩ききののレレベベルルななどど、、何何ででもも平平野野ガガ

イイドドににおお知知ららせせくくだだささいい。。そそれれををももととにに平平野野ガガイイドドががベベスストトププラランン、、ココーー

ススをを作作成成しし、、来来年年のの募募集集ののベベーーススににししまますす。。  

平平野野ガガイイドド日日本本のの山山旅旅はは、、22002200 年年かかららももまますすまますす内内容容充充実実、、ググレレーードド

アアッッププでで皆皆ささんんををごご案案内内ししまますす。。大大いいににごご期期待待くくだだささいい！！  

 

 ■コロミコ・トレック連絡先：☎/ FAX: 045-481-0571 

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

HP：www.koromikotrek.com 又は[コロミコ・トレック]で検索 
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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   

◆催行状況と追加大募集のご案内◆ 全５コース 

平野ガイドが現地でご案内するニュージーランド大自然ウォーク 2020

年の日程が決まりました。今シーズンは西海岸とアスパイアリング国立公

園での氷河展望ハイキング～マルイア温泉周辺の大自然ウォークを含んだ

新コースが加わりました。またミルフォード・トラックやルートバーン・

トラックなども含めたツアーも残席あり、従来からのフィヨルドランド大

自然ウォークはさらにグレードアップ、ますます充実のニュージーランド

大自然ウォークをお楽しみ下さい。 

ミミルルフフォォーードド・・トトララッックク MMiillffoorrdd  TTrraacckk とと  

フフィィヨヨルルドドラランンドド大大自自然然ウウォォーークク＆＆ママウウンントトククッックク 1144 日日間間 

マナポウリ湖とハウロコ湖の原生林ウォークとマウントクック・ハイキング      

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

園に今なお残る大自然を巡る、究

極の大自然ウーク。フィヨルドラ

ンドを歩いて 30 年、平野ガイド

が開拓したフィヨルドランド南部

の原始境・マナポウリとハウロコ

湖でのハイキング・ツアーが復活。  △モニュメント展望岩からマナポウリ湖  

コロミコ・トレックのかつての本拠地テ・アナウに４連泊して、フィヨルド

ランドの大自然をご案内します。マウントクックではフッカーバレー・氷河

展望ハイキング、テ・アナウ～クイーンズタウン～マウントクック～テカポ

～クライストチャーチまでの南島中南部縦断ドライブも平野ガイドが穴場も

含めご案内する１４日間特選コースです。 

■出発日 (日本発 )：2020 年１月７日(火)発～1 月 20 日(月) 

☞6 名グループにて貸切り催行決定となりました。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★Ultimate Hikes 社のミルフォード・トラックとルートバーン・トラ 

ック、いずれも最後の 6 席確保済みです。厳しいキャンセル規定のため 

締め切り期限が迫っていますので、お申し込みは大至急！！ 

いずれもフィヨルドランド大自然ウォークを含め、ホテルその他手配済、 

往復の航空券の手配のみで OK です。 

ミミミルルルフフフォォォーーードドド・・・トトトラララッッックククととと   

フフフィィィヨヨヨルルルドドド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   111111 日日日間間間   

「「「世界一美しい散歩道」The Finest Walk in the world と 

フィヨルドランドの湖と原生林を巡る大自然ウォーク            

ニュージーランド

で最も人気のある

トレッキングコー

ス、「世界一美し

い散歩道」として

有名なミルフォー

ド・トラック 4 泊

5 日の GUIDED WALK で歩いた後、テ・アナウでの原生林散歩～クイーンズ

タウン～マウントクック（フッカーバレーハイキング）～クライストチャー

チまで専用車で平野ガイドがご案内します。 

■出発日 (日本発 )：2020 年２月 14 日(金)発～2 月 24 日(月)        

■現地参加料金：NZ$4,100 

（2 日目クイーンズタウン空港迎え～11 日目クイーンズタウン空港りまで） 

■定員：６名 ■最小催行人数：２名から実施 

＊ミルフォード・トラックのみの予約も可能です。（残席ありの場合） 

■申し込み期限：12 月 6 日！お申し込みはお早めに。 

  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

■日程：①＊夕方、NZ 便で成田発、オークランドへ。②オークランド✈

クイーンズタウン―テ・アナウ泊 ③＜ミルフォード・トラック出発＞ 

[1 日目]：テ・アナウでツアー本体と合流、ツアーバスで―テ・アナウダ

ウンズへ。船でグレイド桟橋へ。グレイドハウスハウスまで 1.6km, 歩

行：約 20 分] ④[2 日目[：ポンポロナロッジまで 16km, , 歩行：3－

4 時間 ⑤[3 日目]：マッキンノン峠を越えクィンティン・ロッジまで。

15km、歩行：6-8 時間 ⑥[4 日目]：

サンドフライポイントまで、21km, 歩

行：3－4 時間 終点から船でミルフォー

ド・サウンドへ。マイター・ピークロッ

ジ泊。夕食後、完歩証の授与。⑦午前、

フィヨルドクルーズの後テ・アナウへ ⑧

マナポウリ・モニュメントハイキングー

テ・アナウ泊➈レイクハウロコ ハイキ

ングーテ・アナウ泊 ⑩－クイーンズタウ     

△マッカイ滝            ン（町周遊＋フリータイム、19:55 発 

NZ 便でクイーンズタウン✈オークランド✈成田へ（⑪成田着 16:40）   

                          

ルルルーーートトトバババーーーンンン・・・トトトラララッッッククク RRRooouuuttteeebbbuuurrrnnn   TTTrrraaaccckkk ととと    

フフフィィィヨヨヨルルルドドド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    111０００日日日間間間       

山岳展望トレッキングと原生林ウォーク＆氷河峰展望ハイキング  

   ルートバーン・トラック 2 泊 3 日

の後、テ・アナウに 4 連泊、フィヨ

ルドランド大自然ウォーク 2 日間と

ミルフォードロード・バックカント

リースペシャルをプラス、平野ガイ

ドがフィヨルドランドの原始の大自

然をご案内する 10 日間コース。     △コニカル・ヒル Conical Hill からダーラン山脈                    

■出発日 (日本発 )：2020 年 1 月 26 日(日)～2 月 4 日 

■定員:6 名(２名から催行) 

■現地参加料金：NZ$3,900 

（２日目クイーンズタウン空港-９日目クイーンズタウン空港） 

＊ルートバーン・トラックのみの予約も可能です。（残席ありの場合） 

■申し込み期限：11 月 26 日！お申し込みはお早めに。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

■日程：①＊夕方、NZ 便でオークランドへ。②クイーンズタウン空港―

クイーンズタウン泊 ③―テ・アナウーディバイド＜ルートバーン・トラ

ック出発＞1 日目：マッケンジーロッジまで、12km、歩行：4-6 時  間

④2 日目：ハリス峠を越えルートバーン滝ロッジまで。[11km, 歩行：4-6

時間] 峠からオプションでダーラン山脈の展望ピーク、コニカル・ヒル往

復（歩行：1-1.5 時間） ⑤３日目：Routeburn Flat Lodge まで[9km, 歩行：

3－4 時間] 終点からツアーバスでクイーンズタウンへ。その後専用車で

テ・アナウへ。⑥マナポウリ・モニュメント ハイキングーテ・アナウ泊 

⑦ミルフォードロード・バックカントリースペシャルーテ・アナウ泊 

⑧レイクハウロコ ハイキングーテ・アナウ泊 ➈－クイーンズタウン（町

周遊＋フリータイム、19:55 発 NZ 便でクイーンズタウン✈オークラン

ド✈成田へ（⑩成田着 16:40） 

△マッケンジー湖              △コニカル・ヒルへの登りからハリス湖  



フフィィヨヨルルドドラランンドド大大自自然然ウウォォーークク 77 日日間間  

 フィヨルドランド国立公園の拠点、テ・アナウに４連泊、平野ガイドがまる

3 日間、大自然の真っ只中、ハイキングとバックカントリー・ドライブでご

案内します。クイーンズタウン発着の現地集合、日本から 7 日間の最短日数

でフィヨルドランドの大自然を満喫できます。 

■出発日 (日本発 )：           

①20２０年２月４(火) ②2 月 8 日(土)発  

■現地参加料金：NZ$1,700    

（2 日目クイーンズタウン空港迎え～６日目クイーンズタウン空港送りまで） 

■定員：6 名 ■最小催行人数：２名から  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

■日程：①夕方、*NZ 便でオークランドへ。②オークランド*✈クイーン

ズタウン空港―テ・アナウ泊 ③マナポウリ・モニュメント ハイキング

ーテ・アナウ泊 ④ミルフォード・サウンド＋ミルフォード・ロードバッ

クカントリードライブ（レイクガン、キー・サミット、ゲートルード谷、

マリアン滝、ミルフォード・サウンドクルーズ）－テ・アナウ泊 ⑤レイ

ク・ハウロコ ハイキングーテ・アナウ泊 ⑥－レイク・マボラークイー

ンズタウン(町で 2 時間フリータイム、土産店、アウトドアショップ、大

型スーパーなどで買い物、9:55 発 NZ 便でクイーンズタウン✈オークラ

ンド✈成田へ（⑦成田着 16:40） 

 

◁レイク・ハウロコ Lookout Bluff の 

大岩からハウロコ湖俯瞰 

△ミルフォードロード・ゲートルード谷か

ら Mt.Talbot(2,117m) 

◁キーサミットの山上湿原からクリスチ

ナ山 Mt..Christina(2,502m) 

   

△ケプラーの森、巨木とシダの海 

 

△マナポウリ・モニュメント、モーターボート      

で白砂のビーチに着岸 

フフフララランンンツツツジジジョョョセセセフフフ氷氷氷河河河とととロロロブブブロロロイイイ氷氷氷河河河   

南南南島島島ののの大大大自自自然然然周周周遊遊遊ののの山山山旅旅旅   999 日日日間間間       

アスパイアリング国立公園とウエストランド国立公園・氷河展望  

とマルイアブナ原生林ウォーク、南島縦断＆大周遊の山旅 

アスパイアリング国立公園・ロブロ

イ氷河とウエストランド国立公園・

フランツジョセフ氷河、ニュージー

ランド南島唯一の温泉・マルイアス

プリングス周辺のブナ原生林を巡る

南島の大自然、大周遊の山旅。 

■出発日 (日本発 )：  

2020 年 1 月 19 日(日)～27 日(月) △アレックスノブからフランツジョセフ氷河   

■日本からの旅行主催：朝日旅行  

■旅行代金\588,000 ■現地参加料金：NZ$4,700（2 名から実施） 

（2 日目クイーンズタウン空港迎え～14 日目クライストチャーチ空港りまで） 

■定員：８名 ■最小催行人数：４名から  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

■日程：①＊夕方、NZ 便でオーク

ランドへ。②―＊✈クイーンズタウ

ン―ワナカ泊 ③ロブロイ氷河 

ハイキングーワナカ泊 ④―フォ

ックス氷河―マセソン湖―フラン

ツジョセフ氷河泊 ⑤アレック

ス・ノブ ハイキングーフランツジ

ョセフ氷河泊 ⑥-ホキティカーグ   △ロブロイ氷河/ 氷河展望フラットから 

レイマウスーマルイアスプリング

ス泊 ⑦ラフサドル ハイキング

ーマルイアスプリングス泊 ⑧ル

イストップ半日ハイキングークラ

イストチャーチ泊 ➈－クライス

トチャーチ空港✈＊オークランド

（＊ＮＺ便で成田へ、16:40 着） 

                  △ラフサドル・大滝上の山上湖 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★平野ガイドは 1 月 3 日に日本発、5 日にテ・アナウに入り、テ・アナ

ウホリデイパークに夏季コロミコ・トレック事務所をオープン、2 月 26

日まで滞在予定です。ベースの Te Anau Lakeview Kiwi Holidaypark 内

では Wi-fi が通じるので、E-mail、Line 電話も可能です。来年 3 月から

の日本の山旅の希望コースやプランのご相談など、何なりとご連絡下さい。          

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

 

 

 

 

 

 

 

「違いの分かる男 平野洋一 森に戯れ 上質を知る」 

By: Etsuko / Koromiko Trek Staff 2000 

 

ニュージーランド大自然ウォーク各コースの詳細、お問い合わせは 

平野ガイドまでご連絡下さい。詳細日程、資料をお送りします。 

 ■コロミコ・トレック連絡先：☎/ FAX: 045-481-0571 

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


