
 

 

平野洋一ガイドと歩く 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

△モニュメント頂上からマナポウリ湖  

 

プログラム企画 ： 株式会社コロミコ・トレック 

現地ツアー主催  ： Koromiko Trek Limited 

 

ニニュューージジーーラランンドド・・ハハイイキキンンググツツアアーーののパパイイオオニニアア、、平平野野洋洋一一ががガガイイドドすするる  

ニニュューージジーーラランンドド・・大大自自然然ウウォォーーククのの決決定定版版！！ニニュューージジーーラランンドドのの自自然然をを知知  

りり尽尽くくししたた平平野野ガガイイドドななららででははののオオリリジジナナルルココーーススででごご案案内内ししまますす。。  

 



■ コース一覧 ■ 

①①   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 とと ママ ウウ ンン トト クク ッッ クク ・・ ハハ イイ キキ ンン ググ   ９９ 日日 間間     

②②   ルル ーー トト ババ ーー ンン ・・ トト ララ ッッ クク 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   11 00 日日 間間     

③③   ルル ーー トト ババ ーー ンン ・・ トト ララ ッッ クク とと ママ ウウ ンン トト クク ッッ クク ・・ ハハ イイ キキ ンン ググ   １１ １１ 日日 間間     

④④   ミミ ルル フフ ォォ ーー ドド ・・ トト ララ ッッ クク とと フフ ィィ ヨヨ ルル ドド ララ ンン ドド ・・ ハハ イイ キキ ンン ググ   11 11 日日 間間     

⑤⑤   ググ ララ ンン ドド トト ララ ババ ーー スス 11 00 日日 間間   ⑥⑥ ミミ ルル フフ ォォ ーー ドド ・・ トト ララ ッッ クク とと キキ ーー ササ ミミ ッッ トト 11 00 日日 間間   

                                                                                             

平平 野野 ガガ イイ ドド がが 現現 地地 同同 行行 ・・ ニニ ュュ ーー ジジ ーー ララ ンン ドド 大大 自自 然然 のの 山山 旅旅 のの ごご 案案 内内  

 

毎年好評のニュージーランド大自然の山旅。ニュージーランドでのハイキングも、最近では  

かなりメジャーなものとなり、すでに２度以上行かれた方も多いのではないでしょうか。  

１０年以上も前のニュージーランドは、どこを歩いても人が少なく、ニュージーランド本来の  

自然を静かに味わえたものでした。しかし最近では、有名な観光地やハイキング・コースは人  

で溢れ、かつての静かな自然は薄れつつあるのが現状です。また、有名なコースでは登山道の  

拡張や過剰整備が進み、自然の山道を歩けるコースが急激に減りつつあります。  

こうした現状を憂う平野ガイドは、今なお残るニュージーランド本来の大自然を体験できる  

コースを開拓、本物のニュージーランド大自然ウォークを皆さんに紹介し続けています。いず  

のコースも、これまでにないニュージーランドならではの山旅として、すでに何度かニュー  

ジーランドを歩いた人にも、また初めての人にも自信を持ってお勧めできるツアーです。  

2015/16 シーズンからは、平野ガイドのかつての本拠地・フィヨルドランド国立公園での  

ハイキングツアーが復活しました。今なお訪れる人稀なマナポウリ湖と、さらに南の果て・  

ハウロコ湖の２か所をメインとして、平野ガイドが開拓したウィルダネス・コースをご案内し  

ます。従来のコースも含め、それぞれ全く新鮮な本物のニュージーランドの大自然と出会える  

山で、他のいかなるツアーでも、また何度ニュージーランドを歩いた人でも決して体験できな  

い、平野ガイドならではの究極のニュージーランド大自然ウォークです。日本ではオフシーズ  

ンとなる真冬の季節に、クマや蛇の心配のないニュージーランドの原始の森を、限定６～８名  

限定の小グループで平野ガイドと共に歩きましょう。  

         ㈱コロミコ・トレック  平野  洋一  

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ お申し込み・問い合わせは下記まで ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 プログラム企画：㈱コロミコ・トレック  〒221-0811 横浜市神奈川区斎藤分町 43-9 

 ☎ / FAX: 045-481-0571  ✉：koromiko2@pop07.odn.ne.jp 営業時間 /平日：9：00-17:30（土日祝休）  

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

 平野洋一プロフィール  

1976 年上智大学仏文科卒業。雑誌「山と渓谷」「Be-Pal」などに寄稿するアウトドアライタ

ーを続けながら 1981 年以来毎年ニュージーランドに長期滞在。南北両島をくまなく旅行し、

山歩きを中心に精力的な取材活動を行う。ニュージーランド・アウトドアの第一人者として「ブ

ルーガイド・ニュージーランド」を執筆。トレッキングやアウトドアを含む日本で最初のニュ

ージーランドガイドブックとなる。1984 年にフィヨルドランド国立公園内での日帰りハイキ

ングツアーを企画、ハイキングツアー営業ライセンスを取得。同年（株）コロミコ・トレックを設立し、  

日本人で最初のハイキングツアーオペレーターとして現地での業務を開始。アウトドア誌やＴＶを媒体とし  

てニュージーランドの大自然の素晴しさを紹介し、根強いプロモーション活動を展開、ニュージーランド ・  

ハイキングのベースを築く。1990 年から「日本の山旅」の企画、ガイドを開始、温泉をベースにした山歩き  

を提唱、独自の山旅ツアーを展開している。  

 

mailto:koromiko2@pop07.odn.ne.jp


◆◆◆ ニュージーランド大自然ウォーク・お申し込みのご案内  ◆◆◆ 

 

●６コースのハイキング・ツアーは、いずれもニュージーランド・ツアーオペレーターKoromiko Trek Limited 社 

及び Ultimake Hikes 社主催の現地手配旅行となりますので、各旅行代金には日本からの往復航空券手配は含まれて

おりません。お申し込みの方はツアー日程に合った往復航空券を手配して下さい。 

 

■旅行代金のお支払い方法： 

お申し込みの後、ツアー催行が決定次第、コロミコ・トレックから請求書をお送りします。 

お支払いは現地 Koromiko trek Limited 社宛てに現地送金となりますので、大手都市銀行・外国送金窓口にて手続き

を行って下さい。銀行へのお支払いは当日のレートで日本円払いが可能です。 

 

■お客様のご都合による予約取り消し（ツアーキャンセル）の場合について： 

以下のキャンセル料が生じますので予めご承知置き下さい。 

●出発日の３０日～８日前：旅行代金の２０％ 

●出発日の７日～２日前：旅行代金の３０％ 

●出発日の前日：旅行代金の５０％ 

●当日以降：旅行代金の１００％ 

＜ミルフォード・トラック、ルートバーン・トラックを含むコース＞ 

●出発日の７０日前まで：無料 

●出発日の７１日～４２日前まで：NZ$200 

●出発日の４１日～２１日前まで：旅行代金の３０％ 

●出発日の２０日前以降：旅行代金の６０％ 

 

 

■日本からのツアーのご案内■  

●出発日によっては関連旅行会社主催ツアー専用となることもあります。  

 各現地ツアーを含めた日本からのパッケージツアーをご希望の方はコロミコ・トレックまでお問い合わせ 

ください。旅行代金のご案内と各主催旅行社を紹介いたします。 

 

 

◆ミルフォード・トラック、ルートバーン・トラックの予約も受付中です◆  

コロミコ・トレックは ULTIMATE HIKES 社主催 GUIDED WALK の日本代理店（日本では２社のみ）となっています。

ミルフォード・トラック、ルートバーン・トラック、グランド・トラバースなど同社主催の現地ツアー予約はお任せ

下さい。定価販売及び日本語での申し込み可能で、１９８４年以来の実績に基づくアドバイスやご案内をいたします。 

 

△  MACKINNON PASS /  MILFORD TRACK     

△ CONICAL HILL /ROUTEBURN TRACK  △  

 

EMILY PEAK & LAKE MACKENGZIE  

/ROUTEBURN TRACK▷  

 ◁ RAIN FOREST /  MILFORD TRACK  

 

  



 

 

  

 

 

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、ミルフォード・サウンドも一味違うバックカントリー巡りも含め、テ・アナウに 4 連泊してフィヨルドラ 

ンドの大自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 

観光スポットも巡る、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。 

■日本出発日：①2019 年１月１5 日（火）② 2 月１9 日（火）   ■定員：８＋１名（４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迎えから９日目クライストチャーチ空港送りまで )  

マナポウリ・モニュメント MONUMENT  [３日目  ] 

マナポウリ湖の南岸、原生林の樹海からそそり立つ岩

峰・モニュメント。マナポウリからモーターボートで半

島を回り込み、登山口近くの入り江に着岸、そこから一

般道を辿り頂上を目指します。本コースはボート IN / 

OUT で従来のウィルダネス・ウォークよりも楽なゆった

り歩きコースでご案内します。往きはモーターボートで

ストックヤード・コーブの入り江に着岸、玉砂利のビー

チから原生林の遊歩道を歩きます。マタイやリム（NZ

固有の針葉樹）巨木を巡り、再びボートでモニュメント・

ビーチに向かいます。●歩行計約４～５時間  

◁マナポウリからモータ

ーボートで半島を回り込

み、モニュメント北側の

ビーチにモーターボート

で着岸、ここから湖岸沿

いに１０分ほどブッシュ

をかき分け、一般登山道

入り口へ。 

テ・アナウ湖畔の一等地に建つ快適設備のモーテ

ルに４連泊、ケプラーの山並みと湖の絶景を。  

フィヨルドランド国立公園の入り口の町、テアナウに４

連泊。テアナウで一番景色がよく、キッチン設備も完備

された TE ANAU LAKEVIEW KIWI HOLIDAYPARK & MOTELS で

の滞在は実に快適。テ・アナウ湖と対岸のブナ原生林、

ケプラーの山並みを部屋のテラスから眺められます。 

●ケプラーの森逍遥  Kepler Track Nature Walk                              

コロミコ・トレックのかつての本拠地・テアナウ周辺には、平野ガイドのみ知る穴場が至る

所にあります。湖畔のビュー・ポイント、水門展望丘、ワイアウ川をはじめ、一般では行け

ないところへも車でご案内します。４日目の早朝には、平野ガイドとっておきのケプラーの

森へとご案内します。シダのジャングルをかき分け、赤ブナ RED BEECH の巨木を巡り、妖

精の森をさまよう夢のような朝の散歩をお楽しみください。 

スケジュール（予定）  食事 

２ オークランド✈（＊NZ）クイーンズタウン＞＞テアナウ 

クイーンズタウン空港で平野ガイドがお迎え、専用  

車でテ・アナウへ。  

テ・アナウ泊： TE ANAU LAKEVIEW KIWI HOLIDAYPARK 

朝:― 

昼:○ 

夕:○ 

３ 終日 マナポウリ・モニュメント ハイキング   

朝、テアナウ発、専用車でマナポウリへ。モーターボート

で登山口へ。湖畔から原生林の一般道をモニュメントへ。

帰りはストックヤード・コーブに立ち寄りマナポウリへ 

テ・アナウ泊： TE ANAU LAKEVIEW KIWI HOLIDAYPARK 

朝:○ 

昼:○ 

夕:○ 

４ 終日 ミルフォード・サウンド観光    朝、テ・アナウ発、

専用車でミルフォード･ロードの見所を巡りながら (レイ

ク・ガン、キー・サミットなどのウォーキング)、ミルフォード・

サウンドへ。フィヨルド･クルーズの後、テ・アナウへ。 

テ・アナウ泊：  TE ANAU LAKEVIEW KIWI HOLIDAYPARK 

朝:○ 

昼:○ 

夕:○ 

５ 終日 ハウロコ湖・ルックアウト・ハイキング            

朝、専用車でハウロコ湖ヘ。周囲を深い原生林で囲

まれた湖の一等展望台地へ。下山後テ・アナウへ。   

テ・アナウ泊： TE ANAU LAKEVIEW KIWI HOLIDAYPARK 

朝:○ 

昼:○ 

夕:○ 

６ テ・アナウ >> クイーンズタウン >> オマラマ                    

早朝、テ・アナウ湖水門からケプラーの森散歩（約１時間）

朝食後、専用車でクイーンズタウンへ。町でフリータイム

（買い物その他約 3 時間）の後、クロムウェル果樹園経由、

オマラマへ。オマラマ泊：COWNTRY TIME HOTEL 

 

朝:○ 

昼:○ 

夕:○ 

７ オマラマ >> マウント・クック >> テカポ  

朝、専用車でマウントクックへ。キャンプ場まで車で乗り

入れ、フッカーバレー・ハイキング。フッカー湖畔でラン

チタイム。下山後、専用車でプカキ湖経由テカポ湖へ。 

テカポ湖泊：GODLEY HOTEL 

朝:○ 

昼:○ 

夕:○ 

 

８ テカポ >> Peel Forest  >> クライストチャーチ   

朝、専用車でクライストチャーチへ。途中、ジェラルディン郊

外の森林公園 Peel Forest でピクニックランチと巨木の森散歩

（約１時間）。その後、クライストチャーチへ。市内周遊の後、

ホテルへ。クライストチャーチ泊：Bella Vista Motel  

朝:○ 

昼:○ 

夕:〇 

9 早朝ホテル発、クライストチャーチ空港へ。平野ガイドがお見

送り。＊NZ 国内線乗り継ぎでオークランド発 NZ 便で成田へ。） 
朝:機 



ミミルルフフォォーードド・・ロローードド＆＆ミミルルフフォォーードド・・ササウウンンドド１１ 日日 たた っっ ぷぷ りり 満満 喫喫 のの ババ ッッ クク カカ ンン トト リリ ーー・・スス ペペ シシ ャャ ルル [４日目  ]                                                                                                                   

ニュージーランド南島を代表する景勝地、ミルフォード・サウンド。今ではニュージー

ランド観光に欠かす事のできない一番の人気スポットになっています。殆どのツアーで

はクイーンズタウンから日帰りで往復するバスツアーが一般的ですが、往復 600 キロ近

いドライブはかなりハードで疲れが残るだけ。

ニュージーランドの観光ドライブ・ルートの中

でも最も変化に富み見所の多いミルフォード・

ロードを急いで通り抜けるのはもったいない話

です。本ツアーでは、テ・アナウを起点にゆと

りを持ってミルフォード・サウンドを往復。し

かも早朝出発（7 時頃）して、ミルフォード・   △ミルフォード・ロードから Mt.Talbot 

サウンドのクルーズは午後 3 時の便を利用する   ▽ミルフォード・サウンド Mitre Peak 

◁ゲートルード谷ドから Mt.Talbot の懸垂氷河   ので、1 日たっぷり時間をかけてフィヨルドラ  

ンド国立公園の見所を巡る事ができます。かつてテ・アナウに 25 年以上も在住(夏のシー

ズン中)していた平野ガイドが、一般ツアーでは決して真似の出来ない穴場スポットを含

めたコース巡りでご案内します。主な立ち寄りスポットは、一般観光で立ち寄る場所以

外に、以下の穴場スポットを巡ります。 

■テ・アナウダウンズ：ミルフォード・トラックの出発点、テ・アナウ湖中央フィヨル

ドの風景。■レイク・ガンのビーチ：ブナ原生林に囲まれた静かな湖畔で朝のコーヒー・

タイム。■ディバイド：各自でキー・サミット往復（約３時間）■ゲートルード峠入口：

U 字谷展望広場でピクニック・ランチ ■レイク・マリアン入口：ホリフォード川の清  

流と吊橋 ■ディアー・フラット：エグリントン川上流の河原で休憩。 

●キー・サミット Key Summit  919m   ●歩行：往復約３時間 

ルートバーン・トラック最南端の一等展望ピーク。標高 919m ながら、森林限界

上の高層湿原台地で、クリスチナ山 Mt.Christina (2502m)をはじめ、フィヨルドラ

ンドの山々の 360 度の大展望が広がります。 

このフィヨルドランドで一番人気の日帰りハイキング・コースは、ガイド同行で

の入山に対しては非常に厳しい規定があるため、各自で歩きます。最近では殆ど林

道のように整備が行き届き、誰でも手軽に歩けるようになったこのコースは、自分

で歩いても全く心配無用、案内マップを参考にマイペースで歩きましょう。 

＊登山口のディバイド The Divide 520m から登り約 1 時間 45 分,下り 1 時間 15 分 

△キー・サミット頂上の池塘とクリスチナ山 

レイク・ハウロコ  LAKE HAUROKO / LOOKOUT BLUFF TRACK   [５日目 ] 

フィヨルドランド国立公園の最南部にあるハウロコ湖は、ニュージーランド最深

(465m）の氷河湖で、周囲は手付かずの原生林で囲まれ、静寂そのものの世界が広が

っています。ルックアウト・ブラッフ Lookout Bluff と呼ばれる展望地まで、登山口から

一般道を１時間３０分ほどで到達。尾根の末端部に張り出した大岩の先端からは、目

の覚めるような紺碧の湖の絶景と周囲を縁取る原生林の樹海が眼下に広がります。こ

こでのんびりとランチタイムを楽しみ、帰路は一部秘密のブッシュ・ルートで、妖精

の苔森経由、登山口へ戻ります。●歩行：往復約３時間  

 

マウント・クック国立公園ハイライト  フッカーバレー・ハイキング [７日目 ] ●歩行約 3 時間 ]      

マウント・クック・ビレッジではキャンプ場まで車で乗り入れ、マウント・クックの

一等展望地、フッカーバレーを歩きます。2 つの吊橋を渡り、終点のフッカー湖まで

往復。氷河流氷の浮かぶ湖畔でランチタイムの後、キャンプ場へ。その後モレーン丘

とマウントクックの展望地 Kea Point ま

で往復して、専用車でプカキ湖経由、テ

カポ湖へ。テカポでは夜オプショナルツ

アーで Mt.John 星見ツアーも可能です。 

 

△フッカーバレーからマウント・クック 3,654m              ▷セアリー・ターンズからマウント・クック 

                             天候と希望によってはコース変更も可能で 

                             す。往復約 3 時間、 



 

ニュージーランド随一の山岳展望トレッキングコース、ルートバーン・トラックを快適設備の  

ロッジ利用の Guided Walk で歩いた後、テ・アナウに 3 泊してフィヨルドランド国立公園での原生

林ウォークを楽しみます。平野ガイドがルートバーン・トラックに同行、フィヨルドランド大自然ウ

ォークではオリジナル・コースのご案内をします。  

■出発日：2019 年 1 月 24 日（木）  ■定員：８名（４名から催行）    

■ 現地参加料金：NZ$4,050 (２日目クイーンズタウン空港迎えから９日目クイーンズタウン空港送りまで ) 

                      

 ルートバーン・トラック GUIDED WALK [３ -５日目 ] 

ニュージーランド随一の山岳展望トレッキング２泊３日  

ミルフォード・トラ

ックと並び人気のあ

るトレッキング・コ

ース。フィヨルドラ

ンドの屋根・ダーラ

ン山脈を眺めながら

のトレッキングは、

△レイク・マッケンジーLake Mackenzie   NZ 随一の山岳展望            

トレッキングとして定評があります。設備の整った快適なロッ

ジに２泊して軽荷で歩けるゆとりのトレッキングツアーです。 

マナポウリ・モニュメント MONUMENT  [6 日日目 ]    

マナポウリ湖の南岸、原

生林の樹海からそそり

立つ岩峰・モニュメント。

マナポウリからモータ

ーボートで半島を回り

込み、登山口近くの入り

江に着岸、そこから一 

般道を辿り頂上を目指   △モニュメント頂上からマナポウリ湖 

します。本コースはボート IN / OUT で従来のウィルダネス・

ウォークよりも楽なゆったり歩きコースでご案内します。往き

はモーターボートでストックヤード・コーブの入り江に着岸、

玉砂利のビーチから原生林の遊歩道を歩きます。マタイやリム

（NZ 固有の針葉樹）巨木を巡り、再びボートでモニュメント・

ビーチに向かいます。●歩行計約４～５時間  

レイク・ハウロコ  LOOKOUT BLUFF TRACK  [７日目 ]  

フィヨルドランド国立公

園の最南部にあるハウロ

コ湖は、ニュージーランド

最深(465m）の氷河湖で、

周囲は手付かずの原生林

で囲まれ、静寂そのものの

世界が広がっています。ル

△ルックアウト・ブラッフの大岩から   ックアウト・ブラッフと呼ば

ハウロコ湖俯瞰             れる展望地まで、登山口か

ら一般道を１時間３０分ほどで到達。尾根の末端部に張り出し

た大岩の先端からは、目の覚めるような紺碧の湖の絶景と周囲

を縁取る原生林の樹海が眼下に広がります。 

 

＊オークランド空港入国、出国時に日本人係員のアシストがあります  

東京発スケジュール（予定） 食事 

1 東京（成田）夕刻発✈クライストチャーチへ    機内泊 夕：機 

 

2 

 

クライストチャーチ ✈クイーンズタウン     

クイーンズタウン空港で平野ガイドがお迎え、専用車で街中

を周遊の後、ホテルへ。チェックイン後、フリータイム。 

17:30 からThe Station でルートバーン・トラック日本語説明会。 

クイーンズタウン泊 HEARTLAND HOTEL QUEENSTOWN 

朝:機 

昼::〇

夕:〇 

 

３ 

ルートバーン・トラック GUIDED WALK 1 日目    

朝、テ・アナウでツアー本体と合流、専用バスでトレイル・ヘッ

ドのザ・ディバイドへ。ルートバーン・トラック出発。 

マッケンジー・ロッジ泊 MACKENZIE LODGE 

朝:○ 

昼:○ 

夕:○ 

４ 

ルートバーン・トラック,２日目・ハリス峠越え   

ハリス峠を越え、ルートバーン・フォールズへ 

ルートバーン・フォールズ・ロッジ泊 ROUTEBURN FALLS  LODGE 

朝:○ 

昼:○ 

夕:○ 

５ 

ルートバーン・トラック,３日目・ロードエンドへ  

ルートバーン・フラットからルートバーン・トラック終点へ。 

専用バスでグレノーキー経由、クイーンズタウンへ。 

ツアー解散後、専用車でテ・アナウへ。 

テ・アナウ泊：TE ANAU LAKEVIEW KIWI HOLIDAYPARK 

朝:○ 

昼:○ 

夕:○ 

６ 

 マナポウリ・モニュメント ハイキング   

朝、テアナウ発、専用車でマナポウリへ。モーターボート

で登山口へ。湖畔から原生林の一般道をモニュメントへ。

帰りはストックヤード・コーブに立ち寄りマナポウリへ 

テ・アナウ泊： TE ANAU LAKEVIEW KIWI HOLIDAYPARK 

朝:○ 

昼:○ 

夕:○ 

７ 

終日 ハウロコ湖・ルックアウト・ハイキング          

朝、専用車でハウロコ湖ヘ。周囲を深い原生林で囲まれた

湖の一等展望台地でランチタイムの大休止。 

テ・アナウ泊： TE ANAU LAKEVIEW KIWI HOLIDAYPARK 

朝:○ 

昼:○ 

夕:○ 

８ 

終日、テ・アナウ でフリータイム               

1 日、テ・アナウでのんびりとくつろぐもよし、オプショナ 

ルツアーで一味違うフィヨルドランド国立公園の魅力を味 

わうのも良いでしょう。 

●ミルフォードサウンド・バックカントリースペシャル 

●マナポウリ・サークルトラック（㋭約３時間）その他 

テ・アナウ泊： TE ANAU LAKEVIEW KIWI HOLIDAYPARK 

朝:○ 

昼:○ 

夕:― 

９ 

テ・アナウ >>クイーンズタウン ✈ オークランド              

午前、テ・アナウ発、専用車でクイーンズタウンへ。夕方ま 

で町でフリータイムの後、空港へ。 

＊NZ 国内線でオークランドへ。NZ 国際線深夜便で羽田へ。 

平野ガイドはクイーンズタウン空港でお見送り。 

 

10 早朝羽田着(5:55) 朝:機 



 

ルートバーン・トラックの後、フィヨルドランド大自然ウォークとマウントクックでのハイキングを  

プラスした１１日間トレッキング＆ハイキングスペシャル山旅。平野ガイドがルートバーン・トラッ  

ク同行、フィヨルドランドとマウントクックでは全行程ドライバーガイドとしてご案内します。  

■出発日：201８年 2 月 ９日（土）  ■定員：８名（４名から催行）    

■ 現地参加料金：NZ$4,900 (２日目クイーンズタウン空港迎えから１０日目クライストチャーチ 空港送りまで ) 

 ルートバーン・トラック GUIDED WALK [３ -５日目 ] 

【１日目】：ディバイドからマッケンジー湖まで 12km, 4-6 時間 

クイーンズタウン発 

6:45、ツアーバスでテ・

アナウ経由、登山口のデ

ィバイド峠 The Divide へ。

ブナ原生林の中、良く整

備された緩やかな登山道

を登っていきます。分岐

からキーサミット Key Summit    △キー・サミットからMt. Christina 

を往復、ルートバーン・トラックの最初の展望ピークで周囲の大展

望と美しい高層湿原を満喫。分岐に戻り、ハウデン小屋に下り、ラ

ンチタイム。スタッフがスープかコーヒー紅茶、ジュースなどのサ

ービスを提供してくれます。その後、アーランド滝 Earland Falls、

オーチャード Orchard を越えて、マッケンジー湖 Lake Mackenzie

へと下ります。湖畔に建つ DOC 小屋から５分ほどでマッケンジ

ー・ロッジに到着。夕食前にマッケンジー湖まで散歩するとよいで

しょう。エミリー・ピークを湖面に映す絶景の山上の湖です。 

[２日目】マッケンジー湖からルートバーン滝まで: 11km, 4-6 時間 

コース中のハイライト、ハリス峠を越える日。マッケンジー湖から

標高差 300m のジグザクの

登りをオーシャンピーク・コーナーへ。尾根か

らはダーラン山脈の氷河峰の大展望が開け、そ

こからハリス峠にかけてはほぼ平坦な山腹沿い

の道となります。Dedman’s Track の分岐から緩

やかな登りでハリス峠 Harris Saddle1,260m に到

着。峠のランチハット 

△コニカル・ヒルへの尾根からハリス湖  で昼食の後、天気が良ければオプションでコニ    △コニカル・ヒルからダーラン山脈の大展望 

カル・ヒルへ。標高 1,515m、コース中随一の展望ピークからは Tutoko2,746m をはじめダーラン山脈核心部の山々を真正面に眺めることが出

来ます（往復約１時間半）。峠からはハリス湖を回り込み、ルートバーン滝近くのルートバーン滝ロッジまで下っていきます。 

[３日目】ルートバーン・フォールズ・ロッジからロードエンドまで：9km, 3-4 時間 

ルートバーン滝を後に、ブナ原生林の森の中をルートバーン・フラットの草原まで下っていきます。ルートバーン・フラット小屋

でモーニング・ティータイム、さらに昼食場所となる次のフォージ・フラット小屋までルートバーン・フラットの草原の中、蛇行

するルートバーン川に沿って歩きます。小屋を出るとエメラルド・グリーンに澄み渡るルートバーン川の吊橋を渡り、緩やかな渓

流沿いのブナの森を堪能しながら、終点ロードエンド目指して歩きます。トレッキング終了後、ツアーバスでグレノーキーへ、休

憩の後、クイーンズタウンへ向かいます。クイーンズタウン The station 着は 15:30～16:00 頃となります。 

フィヨルドランド大自然ウォーク [６ -７日目 ]  マナポウリ・モニュメント Monument、ハウロコ Lookout Bluff 

フィヨルドランドの原生林と氷河湖を巡る平野ガイドオリジナルの２つのコースをテ・アナウをベースに２日間歩きます。 

フッカーバレー・ハイキング   [９日目 ]   ●歩行：約３時間  

マウント・クック・ビレッジでは、7 日目の午後、キャンプ場まで車で乗り入れ、マウント・クッ

クの一等展望地、フッカーバレーを歩きます。2 つの吊橋を渡り、終点のフッカー湖まで往復。マ

ウクックを真正面に見晴らす氷河湖末端の湖畔台地でのんびりとランチタイムのひと時を楽しみ

ます。下山後、専用車でプカキ湖経由、テカポ湖へ。湖畔の一等地に建つ Godley Hotel に泊まり、

夜はニュージーランド一の星空を眺めましょう。 

★オプショナルツアーで Mt.John 星見ツアーも可能です。 

スケジュール   ★７日目まで９日間コースと同じ★ 食事 

８ 

テ・アナウ >> クイーンズタウン >> オマラマ                     

早朝、テ・アナウ湖水門からケプラーの森散歩（約

１時間）朝食後、専用車でクイーンズタウンへ。街

中でフリータイム（約３時間）の後、オマラマへ。途中、クロム

ウェルの果樹園で旬のフルーツ買い物休憩。 

オマラマ泊：COWNTRY TIME HOTEL 

朝:○ 

昼:○ 

夕:○ 

９ 

オマラマ >> マウント・クック >> テカポ  

朝、専用車でマウントクックへ。キャンプ場まで車で乗り

入れ、フッカーバレー・ハイキング。フッカー湖畔でラン

チタイム。下山後、専用車でプカキ湖経由テカポ湖へ。 

テカポ湖泊：GODLEY HOTEL 

 

朝:○ 

昼:○ 

夕:○ 

１０ 

テカポ >> Peel Forest  >> クライストチャーチ   

朝、専用車でクライストチャーチへ。途中、ジェラルデ 

ィン郊外の森林公園 Peel Forest でピクニックランチと 

巨木の森散歩（約１時間）。その後、クライストチャー 

チへ。クライストチャーチ泊：Bella Vista Motel 

 

朝:○ 

昼:○ 

夕:○ 
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早朝ホテル発、クライストチャーチ空港へ。平野ガイド

がお見送り。＊NZ 国内線乗り継ぎでオークランド発 NZ

便で成田へ。成田着 16:45）  

朝:― 



 

ミミ ルル フフ ォォ ーー ドド ・・ トト ララ ッッ クク 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 11 11 日日 間間   

「「「 世 界 一 美 し い 散 歩 道 」 Th e  F i n e s t  W a l k  i n  t h e  w o r ld 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・アナウに 3 泊、まる 2 日間

平野ガイドがフィヨルドランドの大自然の神髄をご案内します。 

■出発日(日本発)：201９年２月２７日(水)        

■現地参加料金：NZ$4,600（クイーンズタウン空港発着） 

■定員：８名 ■最小催行人数：４名から             △ミルフォード・トラック/マッキンノン峠          △マッカイ滝 

■日程：①＊夕方、NZ 便で成田発、オークランドへ。②クイーンズタウン空港―テ・アナウ泊 ③＜ミルフォード・トラック出発＞ 

1 日目[グレイドハウスハウスまで 1.6km, , 歩行：約 20 分]：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。 

船でグレイドワーフへ ④2 日目[ポンポロナロッジまで 16km, , 歩行：3－4 時間] 

⑤3 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] 

⑥4 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。 

⑦朝、ミルフォード・サウンドクルーズの後テ・アナウへ ⑧レイクハウロコ ハイキング。テ・アナウ泊 

➈マナポウリ・モニュメント ハイキング、テ・アナウ泊 ⑩－クイーンズタウン（フリータイム）－クイーンズタウン空港 

＊2３：00 オークランド発、深夜便で羽田へ（⑪5：55着） 

 

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   キキキーーーサササミミミッッットトトハハハイイイキキキンンングググ   111000 日日日間間間   

ミルフォード・トラック４泊５日 ＋ルートバーン・トラックの日帰りハイキング             

ミルフォード・トラック 4 泊 5 日の GUIDED WALK トレッキングに、ルートバーン・トラッ

クの一等展望ピーク・キーサミットーの日帰りハイキングをプラスした１０日間コース。 

■出発日(日本発)：201９年３月 10 日(月) 

■現地参加料金：NZ$3,900（：クイーンズタウン空港発着） 

■最小催行人数：2 名から  

■日程：①＊夕方、NZ 便で成田発、オークランドへ。②クイーンズタウン空港ーテ・アナウ泊 ③④⑤⑥ミルフォード・トラック ⑦テ・アナウ

泊 ⑧キーサミット ハイキングーテ・アナウ泊 ➈－クイーンズタウン（フリータイム）（NZ）オークランド、深夜便で羽田へ（⑩5：55着） 

*平野ガイドは同行しませんが、ミルフォード・トラックはテ・アナウで日本語でのガイダンスがあり、キー・サミットには日本人ガイド同行。 

        

ググラランンドド・・トトララババーースス  GGrraanndd  TTrraavveerrss  1100 日日間間 

ルートバーンとグリーンストーン・トラックを繋ぐロング・トレイルを歩く    

ルートバーン・トラックとグリーンストーン・トラックを繋いで歩く 5 泊 6 日の Guided 

Walk。グリーンストーン・トラックでは 2 日目のロッジに 2 連泊、3 日目はオプション

でリビングストン山脈のピークへの日帰りハイキングも可能。 

■出発日(日本発)：201９年１月３１日(木)            

■日本からのツアー：株式会社ノマド主催（料金はお問い合わせ下さい）  

■現地参加料金: NZ$3,600（クイーンズタウン空港発着）                                         △フィヨルドランドの屋根ダーラン山脈    

 *現地参加は主催旅行社が定員に満たない場合に限り可能です。 

■定員：８名（＋１添乗員）、■最小催行人数：４名から  

■日程：②クイーンズタウン空港―クイーンズタウン泊 ③クイーンズタウンーグレノーキーグリーンストーン駐車場 

＜グランド・トラバース出発＞1 日目：スティールクリークロッジまで、[18km、歩行：6-7 時間]  

④2 日目：グリーンストーン川沿いにマッケラーロッジまで [16km, 歩行：4-6 時間] ⑤３日目：マッケラーロッジ滞在。終日自由行動。オ

プショナル・ウォークでリビングストン山脈のビューポイントまでの往復はお勧めです。[歩行 3-4 時間] 

⑥4 日目：－レイク・ハウデン（オプションでキー・サミットまで往復）―マッケンジーロッジ[12km、歩行：4-6 時間]  

⑦5 日目：－ハリス峠（オプションでコニカル・ヒル往復、歩行：1-1.5 時間）―ルートバーン滝ロッジ[15km、歩行：5-7 時間] 

⑧－ルートバーン・フラットールートバーンロードエンド[９km、歩行：3-4 時間] トレッキング終了後、ツアーバスでクイーンズタウンへ。 

➈クイーンズタウンでフリータイムの後、午後クイーンズタウン空港発、NZ 国内線でオークランドへ。NZ 航空深夜便で羽田へ（⑩5：55着） 

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

 


