
日本の山旅 11月のお便り 号外 

  ⛰久しぶりに屋久島に行きませんか🌲   

★平野ガイドの屋久島大自然ウォーク ★ 

[2023 年 4 月・予告＆募集開始のご案内] 

平野ガイド日本の山旅は 1985 年以来、毎年のように屋久島ツア

ーを催行していました。しかし 10 年ほど前から少人数での山旅ツア

ーに移行してからは。屋久島や北海道など遠方のツアーは殆ど催行さ

れませんでした。何故なら、平野ガイドは自車で現地まで乗り入れて

ガイドするため、遠方のツアーでは各地で 2 本以上のツアーが繋がら

ないと、コルトがかかりすぎるので、1 本だけではなかなか実現しな

いという事情があったからです。そのため、最近では近郊から東北ま

での範囲が中心となっているのです。 

という訳で、かつてのホームグラウンドといえる屋久島とはかれこ

れ 10 年以上もご無沙汰という状況です。日本で最も原始性が保たれ

ている屋久島の大自然が、そろそろ恋しくなってきました。久々の屋

久島大自然ウォーク、来年 4 月の実現目指し今から大募集開始です。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

🌲春の屋久島/照葉樹の新緑ベストシーズンに🌲 

屋久スギと共に日本一の照葉樹林を有する屋久島の森は、照葉樹の

新緑が萌える 4 月中旬からベストシーズンに突入します。大混雑の連

休の直前、知名度優先で多くの人が集中する縄文杉や宮之浦岳の人混

みを避け、屋久島本来の大自然の神髄をじっくりと味わえる平野流屋

久島大自然ウォークでご案内します。 

■春の屋久島大自然ウォーク・その１ 

石塚山と太忠岳、竜神杉～太古杉、白谷雲水峡 

屋久島の神々の棲む聖地・石塚山と太古の森の巨杉に会いに  

● ４月 14 日 (金 )発  ４間   ★健脚度：３+～４ 

●現地参加料金: \95,000（屋久島空港集合・解散）  

△石塚山への途中、巨岩連なる花折岳周辺の岩峰群は神秘パワー漲る異次元の世界 

☞屋久島の奥岳連山のほぼ中心に位置する石塚山は、三宝大荒神が棲むと

いう屋久島の聖域。頂上周辺は巨岩が散在し、日本の神・伊邪那岐伊邪那

岐尊の鎮座する磐座や大砲岩など、神々しい雰囲気溢れる屋久島最大のパ

ワースポットで、一般コースとは隔絶された天空の別天地… 

 この石塚山への登山道は、宮之浦岳ほかの一般コースよりも難易度が高

く、太忠岳分岐から先は赤テープとフミアト便りのルートファインディング

を要する熟達者向けのルートとなっている。屋久島の大自然に精通してる平

野ガイドの本領発揮、一般コースでは飽き足らない元気組向けのスペシャル

コースです。３日目は宮之浦自然公園林道奥から益久参道（旧宮之浦歩道）

を辿り、竜神杉まで往復。 

○1.屋久島空港（12::00 着）＝永田浜＝永田岬＝西部林道＝照葉樹林（ヤク

タネゴヨウ探索 1 時間）＝安房【屋久島グリーンホテル 3 連泊】➁＝淀川

登山口…淀川小屋…花之江河…黒味分岐…△黒味岳…花之江河（…△高盤岳

往復）…淀川登山口（㋭計 6 時間３0 分）＝安房【泊】③＝宮之浦屋久島

総合自然公園＝竜神杉登山口…歩道入口…照葉樹巨木林…竜神杉・風神

杉（往復㋭約 7 時間、…太古杉）＝安房【泊】④＝明星岳林道登山口…

縄文ヒメシャラ…△明星岳（往復㋭約３時間）＝安房（・焼肉れんが屋

で昼食各自）＝屋久杉工芸店＝

屋久島空港（17:30 発） 

△石塚山頂上直下の磐座神殿。2 つに

割れた岩の隙間に日本の神・伊邪那岐

伊邪那美尊が祀られている。その上に

巨岩が乗せられた超自然の造作は現代

文明の技術では成しえない神の技か？ 

△(上左)石塚山頂上周辺の巨石の重なり継ぎ目は超古代文明の磐座技術の匂いが…  

△石塚山頂上直下、大砲岩の磐座神殿。 

△花折岳頂上付近から石塚山 

◁花折岳岩屋から屋久島奥岳連山 

◁太忠岳頂上の天柱石。高さ４０ｍ

の垂直に切り立った一枚岩の巨岩。

この巨大な壁を真下から見上げる岩

のテラスでまるで仙人になった気分

で大休止。 

▽石塚山方面から太忠岳遠望。屋久

島の神・三宝大荒神か仁王像が遥か

神の世界を眺めているかのよう。 

◁竜神杉 

宮之浦川

沿いの神之川林道終点登山口から益久（ヤク）参道を

辿り、美しい照葉樹林を経て原生林の中にひっそりと

たたずむ竜神杉を目指す。観光地化された縄文杉とは

対照的に本来の自然の真っ只中で、静かに対面できる 

 



■春の屋久島大自然ウォーク・その２ 

黒味岳と高盤岳、モッチョム岳、安房前岳 

巨岩のテラスで奥岳の絶景、海に飛び出た花崗岩の岩峰  

● 4月 18 日 (火 )発  ４間   ★健脚度：３～3+ 

●現地参加料金: \95,000（屋久島空港集合・解散）  

☞宮之浦岳への途中、花之江河分岐

からの西に別れた黒味岳は、宮之浦

岳を目指す登山者から忘れられた存

在で、大混雑の宮之浦岳とは対照的

に静かな山歩きを楽しめる別天地で

す。行程も宮之浦岳往復 16 ㌔、8

時間に比べておよそ３分の 2 ほどな △黒岩岳頂上直下の大岩テラスでのラン 

ので、屋久島の奥岳全山を見渡せる チタイム。屋久島奥岳３６０度の大展望 

絶景の大岩テラスでゆったりとくつろぐ時間もあり、これまで縦走路から

眺めるだけ高盤岳（トーフ岩）へも秘密のルートを辿って頂上の磐座（イワ

クラ）までご案内します。屋久島の大自然を知り尽くした平野ガイドがベス

トプランでご案内します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

△花之江河への途中、高盤岳展望台

から眺める高盤岳。巨大な一枚岩が

輪切りにされたような摩訶不思議な

光景。これを自然の造形とみるのは 

かなり無理がある？古代超文明の 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

◁淀川小屋の先、清浄無垢に澄み渡

る淀川の源流。 

○1屋久島空港（12::00 着）＝宮之浦＝白谷雲水峡（もののけ姫の森まで周

遊㋭約 3 時間）＝安房【屋久島グリーンホテル 3 連泊】➁＝淀川登山口…

淀川小屋…花之江河…黒味分岐…△黒味岳…花之江河（…△高盤岳往復）…

淀川登山口（㋭計 6 時間３0 分）＝安房【泊】③＝宮之浦屋久島総合自然

公園＝竜神杉登山口…歩道入口…照葉樹巨木林…竜神杉・風神杉…太古

杉（往復㋭約 7 時間）＝安房【泊】④＝安房前岳登山口…△安房前岳

（往復㋭約２時間）＝安房（・焼肉れんが屋で昼食各自）＝屋久杉工芸

店＝屋久島空港（17:30 発） 

△尾之間集落から見上げるモッチョム岳 

（左奥は尾之間三山の耳岳と割石岳） 

海側は人を寄せ付けない絶壁だが、登山

道は裏側の尾根から頂上に立てる。一枚

岩の巨岩からなる頂上からは、尾之間集

落や海を真上から俯瞰、周囲の鋭い花崗

岩の一枚岩や奥岳の風景など絶景が広が

り、ここでゆっくりとランチタイムを。   ▷万代杉：千尋滝登山口から沢を渡り  

急登の斜面を登りきると、尾根の末端

に巨大な万代杉が仁王立ち、感動の場

面。ここからモッチョム岳を目指す。 

◁白谷雲水峡：エメラルドグリーンの

背流と照葉樹、屋久杉原生林の中。一

般周遊コースから原生歩道、さらに

「もののけ姫の森」から太鼓岩へ。 

 

▷ヤクタネゴヨウ No1 の巨樹  

西部林道照葉樹の森付近に、秘密の入口

がある。藪の急斜面を３０分ほど登ると

周囲の樹木を圧倒して聳え立つヤクタネ

ゴヨウ No1 の巨樹が現れる。ガサガサ

した分厚い木肌はカウリのよう。 

🌲コロマンデル・カウリの巨木 と屋久島・ヤクタネゴヨウ🌲  

世界でもニュージーランみ

に育するカウリの木。かつ

ては北島の全土を占めてい

たカウリ原生林も、開拓時

代の伐採でその殆どが失わ

れ,今ではコロマンデルやノ

ースランドの一部にのみ残

っている。屋久島のヤクタ

ネゴヨウにてもよく似てい

るが、その太さ、力強さは  △コロマンデル Waiomu Kauri  

屋久スギを含め、ほかのか  コロマンデル有数のカウリ巨樹(幹周 9m 

のいかなる樹種を圧倒して  以上）ワイオム・カウリの森遊歩道終点 

無無限のパワーを放ってい  から尾根へと続く山道を 15 分ほど登ると 

る。上部の枝まで幹の太さ  斜面の藪の中にひっそりと立っている。 

が変わらぬ樹勢は正に感動  ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

もの、度肝を抜かれるほどの大迫力です。 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

★以上の 2 コース、2 グループ募集開始、各 3 名以上、定員 6 名です★ 

■いずれのコースもグループのレベルと希望により、コースの選択、内容

変更調整は自由自在です。 

■屋久島大自然ウォークのベストホテル・屋久島グリーンホテルは早めの

予約が必要です。2 グループ決まり次第、予約手配しますので、今から

大至急ご検討のうえ、年内中早めにお申し込みください。 

 



2023年 新緑ブナの山旅・予告＆募集開始★ 

今年の 10 月はブナの山旅大本命の白神山地と森吉山が中止となっ

たため、今から希望している人もいるので、来年こそは新緑の季節に

実現したいものです。いずれも関連ホテルの手配が難しくなっている

ので、ベストプランで実施するためにも、早め年内中の予約を取りた

いと思います。各定員は 4～5 名、先行予約優先ですので、早めにご

検討のうえ、平野ガイドまでご連絡下さい。 

➊新緑の森吉山とノロ川ブナ原生林、小岳 

松倉登山道からブナ帯登山道へ、クマゲラの棲むブナ原生林  

● ６月1７日（土）発  ３日間   ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\65,000（盛岡駅集合・解散） 

☞従来のツアーで利用していた森吉山の拠点・森吉山荘が 4 月から休業のた

め、打当温泉マタギの湯をベースとしたコース巡りを考えました。 

1 日目は森吉山周辺で最もブナ密度が高い「ノロ川ブナ原生林」をベストコ

ースで周遊、新緑のブナ原生林と桃洞滝の渓谷紅葉を巡り、打当温泉マタギ

の湯泊。2 日目は山麓の松倉登山からブナ原生林の登りで雲嶺峠から稜線歩

きで森吉山へ。山人平のチングルマ群落を往復してブナ帯登山口に下る縦断

コースで歩き、藤里湯の沢温泉へ。3 日目は青森秋田白神山地県境の小岳を

素波里湖上流の林道終点登山口から往復します。 

①大館能代空港（10:15 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)＝打当温泉【マタギの湯泊】➁＝森吉山松倉登山口…

雲嶺峠…森吉神社・森吉避難小屋…石森…阿仁避難小屋…△森吉山…石森

…ブナ帯コース…ブナ帯登山口（㋭５時間）＝藤里湯の沢温泉【ホテルゆ

とりあ藤里泊】③＝素波里湖＝大滝林道＝小岳登山口…旧道コース…分岐

…△小岳…新道コース…登山口（㋭３時間 20 分）＝大館能代空港

（14:55 発） 

＊3 日目、希望によっては藤里駒ケ岳に変更も可能。(㋭2 時間４0 分） 

 

➋ 新緑の白神山地(青森/秋田)と岩木山 

青森・秋田白神山地ブナの山旅：高倉森と二ツ森～藤里駒ヶ岳、田代岳  

● ６月 21 日 (水 )発  ４間   ★健脚度：３ 

●現地参加料金: \78,000（大館能代空港集合・新青森駅解散）  

 ☞世界自然遺産・白神山地（青森、秋田）のブナ原生林の見どころを

効率的に巡る周遊山旅。従来は青森白神から南下、秋田白神へという

コースでしたが、ホテル予約が難しく、逆ルートで新日程を作りまし

た。秋田白神と青森白神を結ぶ最短ルート・県道 317 号で藤里から西

目屋へ。平野ガイドならではのコース巡りで従来のコースよりも充実

した平野ガイドオリジナル白神山地スペシャルです。 

1 日目は大館能代空港から秋田白神の

東、ブナ原生林と上部の高層湿原が美  

しい田代岳を歩き、藤里の湯の沢温泉

泊、2 日目に秋田白神の主峰・藤里駒

ヶ岳と岳岱ブナ原生林の後、釣瓶峠を

越え西目屋村へ。3 日目は青森白神の

核心部・津軽峠から高倉森を往復。帰

路、白神のシンボル・マザーツリー～

巨木の径を歩く白神山地で最もブナ巨

木と出合える山域を歩きます。4 日目

は嶽温泉から岩木山スカイライン 8 合

目へ。津軽富士・岩木山を往復後、ス  ⇗白神のシンボル・マザーツリー   

カイライン中腹「巨木の森」に立ち寄り、岩木山中最も素晴らしいブ

ナ森を逍遙、降り注ぐブナの精気を浴びながら森の広場で憩います。 

➀大館能代空港（10:15 着）＝早口＝五色湖＝上荒沢林道終点登山口… 

三合目ブナ岱…九合目神の田圃…△田代岳（往復約 4 時間）＝藤里湯の

沢温泉【ホテルゆとりあ藤里泊】②＝太良峡＝西目屋二ツ井線＝黒石林

道＝黒石沢登山口…藤駒湿原…鞍部ブナ森…旧道コース…△藤里駒ヶ岳

…新道コース…登山口（㋭＝岳岱入口（岳岱ブナ原生林周遊㋭約 1 時

間）＝西目屋二ツ井線＝釣瓶落峠＝西目屋村【グリーンパーク森のいず

み泊】③＝アクアグリーンビレッジ＝津軽峠…△高倉森…マザーツリー

…巨木の径…白神林道（㋭約 3 時間）＝西目屋村ビジターセンター（白

神山地の映画鑑賞：各自）＝嶽温泉【山のホテル泊】④＝岩木山スカイ

ライン 8 合目…△岩木山（往復㋭約 2 時間 30 分＋巨木の森散歩３０

分）＝浪岡＝道の駅アップルヒル＝新青森駅 

＊1 日目：羽田発 8:55 が不可で 13: 05 発の場合（14:15 着）、藤里

周辺の景勝地巡り、秋田白神ビジターセンターなどとなります。1 日目

を活かしたい場合は、前日夜羽田又は東京周辺に前泊をお勧めします。 

 

⛰12月の山旅・催行状況＆緊急大募集⛰ 

新  那須平成の森と新甲子の森～会津大内宿 

会津～那須・ゆったり散歩＆ドライブの山旅   

●出発日：●1２月４日(日)発 ２日間    ★健脚度 : 1 

●現地参加料金 :\38,000（那須塩原駅集合・解散）  

▶超ゆったり歩き希望のリピーターの皆さんのために設定した新コー

ス。10 月 2 本のツアーで大好評のた

め、追加設定しました。会津の温泉ホ

テルも確保済みですので、いずれも少

人数(定員 4 名)での貸切り実施可能で

す。自然林に囲まれた那須平成の森で

のゆったり散歩、茅葺屋根の宿場町再

現・大内宿,剣桂（ご神体カツラ巨木）

から新甲子遊歩道散歩など、那須～     △奥会津・大内宿 

会津周遊ドライブ＆ゆったり歩きの山旅。 

❶那須塩原駅＝那須高原＝那須平成の森（自然林周遊㋭約 1 時間 30

分）＝道の駅下郷＝大内宿（茅葺屋根街並み散歩 1 時間）＝会津神指

温泉【大江戸温泉物語あいづ泊】➋＝塔のへつり（見学 30 分）＝新

甲子温泉＝剣桂（カツラ御神木）…新甲子遊歩道・阿武隈川源流の森

散策（河原の森広場でランチタイム）=道の駅那須高原友愛の森＝那須

チーズ工房＝那須ガーデンアウトレット（買物、食事自）＝那須塩原

駅（17:00 頃）🚙：帰りのみ可能 ￥３,000  

 

■函南原生林と達磨山、雲巣山、萬城の滝             

伊豆スカイライン～西伊豆スカイライン周遊の山旅 ★ 健脚度 :３  

●12月１１日（日）発 2日間  

●現地参加料金: \34,000*（三島駅集合・解散） 
（*地域旅行支援クーポン利用で￥5,000 割引料金となっています） 

☞函南原生林遊歩道入口に一番近い富士

箱根ランド側の登山口まで車で乗り入

れ、効率的な歩き方で函南原生林を周遊

します。その後、伊豆スカイラインを南

下、雲巣山入口から最短コースで頂上を

往復の後、亀石峠 IC から萬城の滝へ。

浄蓮の滝ほか観光地化された有名な滝と

は対照的な自然のままの滝で、自然林の

遊歩道も素晴らしい伊豆滝巡りの大穴場  △大アカガシ・樹齢 7 百年 

スポットです。滝のマイナスイオンをたっぷり浴びて、県道 59

号の自然林ドライブで峠を越えて湯ヶ島温泉へ。峡谷の狭い温泉

街から離れた丘の上に建つ広々としたホテルリゾートに泊まり、2

日目は西伊豆スカイラインで戸田峠へ。見晴らしの良い爽快な笹

尾根を辿り、金冠山と達磨山を往復後、中伊豆ワイナリーに立ち

寄り、三島駅へ。 



❶三島駅（8:19 着）＝箱根峠＝函南原生林入口…大アカガシ…

ケヤキの森広場…ブナテラス…大アカガシ No.2…入口（周遊㋭

約 2 時間 30 分）＝伊豆スカイライン＝巣雲山（㋭往復 30 分） 

=冷川 IC＝萬城の滝（㋭20 分～40 分：小滝まで）＝県道 59 号

＝湯ヶ島＝湯ヶ島ゴルフ＆ホテルリゾート【泊】➋＝西伊豆スカ

イラン＝戸田峠…△金冠山…△達磨山（往復㋭計約３時間）＝修

善寺＝中伊豆ワナリー(見学買い物 30 分)＝三島駅（17:00 頃） 

＊３名で催行決定。残席１あり、個室対応です。定員４名。 

 

新 奥久慈男体山と竪破山、袋田の滝、大子温泉       

●12月18日（日）発 2日間   ★健脚度：2+～３ 

●現地参加料金：\39,000（日立駅集合・解散）          ：\5,000  

☞奥久慈の名山・男体山と伝説の巨石鎮座する神秘パワースポッ

ト・堅割山（たつわれさん）で鬼滅の刃・気のパワーを実感しましょう 

■日立駅（9:00 頃集合）＝竪割山二の鳥居駐車場…隋神門…不動

岩…太刀割石…黒前神社…△竪割山 658m（往復㋭約 2時間）＝大

子温泉【ホテル奥久慈館泊】②＝大円地駐車場…分岐…鎖場コー

ス…奥久慈男体山 654m…大円地越…駐車場（㋭約２時間）＝袋田

の滝駐車場…七曲がり…△月居山…袋田の滝(㋭約 1時間４０分）

＝袋田の滝駐車場＝日立駅（17:00 頃） 

 

🏔12 月の山旅・日帰り＆自宅送迎コース🚙 

■函南原生林と伊豆スカイライン、萬城の滝             

箱根峠～伊豆スカイライン周遊のゆったり山旅  

●12月１６日（金）発 日帰り  ★ 健脚度 :2～２+ 

●現地参加料金: \10,000*（三島駅集合・解散）🚙：\3,000 

☞函南原生林遊歩道入口に一番近い富士箱根ランド側の登山口ま

で車で乗り入れ、効率的な歩き方で函南原生林を周遊します。そ

の後、伊豆スカイラインを南下、冷川 IC から萬城の滝へ。浄蓮の

滝ほか観光地化された有名な滝とは対照的な自然のままの滝で自

然林の遊歩道も素晴らしい伊豆滝巡りの大穴場スポットです。 

❶三島駅（8:19 着）＝箱根峠＝函南原生林入口…大アカガシ…

ケヤキの森広場…ブナテラス…大アカガシ No.2…入口（周遊㋭

約 2 時間 30 分）＝伊豆スカイライン＝冷川 IC＝萬城の滝（㋭

20 分～40 分：小滝まで）＝修善寺＝三島駅（17:00 頃） 

 

■大マテイ山・小菅村から新コースで周遊  

季節を変えて何時歩いても、自然の素晴らしさを満喫できるブナ森歩き 

●12月２3日（金） 日帰り  （🚙：\3,000）★健脚度：2+～３ 

☞奥多摩で一番自然林、自然道が残る大マテイ山を晩秋から初

冬の季節に。木の葉が落ち、見晴らしの良くなった明るい自然

林の中、厚く積もった落葉を踏みしめ歩く感触は最高、殆ど貸

切り状態で静かな山歩きを楽しみます。従来の松姫峠登山口へ

の林道は冬期閉鎖となるため、小菅村ワサビ沢からの新ルート

で周遊します。下山後、小菅の湯で入浴休憩（各自） 

■大月駅（9:00 頃集合）＝松姫トンネル＝道の駅小菅の湯＝ワ

サビ沢林道終点登山口…大ダワ分岐…大トチ…尾根近道入口…△

大マテイ山…大ダワ…大マテイ北尾根…登山口（周遊㋭約 3 時

間 30 分）＝道の駅小菅の湯＝松姫トンネル＝大月駅  

＊松姫林道通行可の場合、松姫峠往復のゆったりコースも可能です 

 

 

 

■筑波山・裏登山道男の川～坊主山周遊 

人気の筑波山、混雑のメインコースを避けて人の少ない穴場コースで  

●12月29日（月）発 日帰り ★健脚度:２⁺～３ 

●参加料金：\10,000（自宅送迎🚙：\3,000）  

☞茨木県の名山・筑波山は数多くの登山道と便利なケーブルカー

やロープウェイなどで多くの人に親しまれている人気の山です。

主なコースは沢山の人が行きかい、山頂広場は人で溢れています

が、この山もコースの取り方、歩き方で静かな山歩きを楽しむこ

とができるのです。かつては豊かなブナ原生林に覆われていた筑

波山。今ではほとんどが植林や伐採地となっていますが、今なお

残る自然林、自然道の魅力を味わえるコースを考えました。 

大混雑の正面コースを避け、地元の人のみ知る裏登山道コース

の男の川コースから薬王院コース分岐経由、御幸ヶ原へ。女体山

を往復後、男体山を越え、筑波山で一番自然林が美しい自然観静

か察路を薬王院コース分岐から坊主山へ。訪れる人稀な頂上で小

休止、自然道のフミアトを辿り、裏林道へ下ります。人も車も少

ない林道をそぞろ歩き、出発点に。山密とは無縁の筑波山の新し

い歩き方です。 

■つくば駅（9:15 集合）＝裏登山道男の川コース入口…尾根…

△男体山…御幸ヶ原（△女体山往復 3０分、大ブナ、紫雲杉往復

２０分）…△男体山…自然観察の森周遊…薬王院コース分岐…△

坊主山…自然道コース…林道…男の川登山口（㋭約４時間）＝つ

くば駅 (17:00 頃着) 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

■日程やコースや出発日の変更・レベルの調整も可能です。平野ガイドま

でお気軽に何なりとお問い合わせ下さい。2023 年」1 月から 4 月までの

山旅は次回「11 月のお便り・その 2」(11 月下旬頃)でご案内します。 

[コロミコ・トレック連絡先]： 

☎/ FAX: 045-481-0571 ✉ koromiko2@pop07.odn.ne.jp 

 ■平野携帯：080-5665-9186 ■HP:「コロミコ・トレック」で検索 

mailto:koromiko2@pop07.odn.ne.jp

