
 

 

平野洋一ガイドと歩く 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

△マナポウリ・モニュメント、展望岩からマナポウリ湖  

 

 

 

 

 

 

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。。  

 



                                                                                             

 

 

  

  

  

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原始の大自然を巡る、究極の

大自然ウォーク。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

ポウリとハウロコでのハイキング・ツアーが復活。コロミコ・トレックのかつての本拠地・テアナウをベースに、

3 日間フィヨルドランドの大自然をご案内します。＜フィヨルドランド大自然ウォークとマウントクック 9 日間

11 日間（日本発）＞の前半 4 日間に参加します。 

■出発日：①1月11日（金）～13日（日）：催行決定、残席６    

②1月17日（木）～19日（土）：催行決定、残席４    

③２月21日（木）～23日（土）：２名から実施、残席８   

■ 料金：NZ$600         ■定員：８名（２名から催行） 

１日目マナポウリ・モニュメント MONUMENT 

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。帰りはかつて平野ガイド

が開拓したブッシュ・ウォーク・ルートでマナポウリへ

戻ります。日本でも、またニュージーランドの他の一般

コースでも絶対に体験できない本物の原生林ウィルダネ

ス・ウォークです。ルートはレベルによって自在に変え

るので心配無用、平野ガイドならではのルート・ファイ

ンディングで、貸切りの原始の大自然を満喫します 。

●歩行約５～６時間  

●健脚度:3 

☜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、登山道入り口へ。反対側の登山口から唯一の一般登

山道で頂上へ。 

↙帰りは岩峰の右下のブッシュ・ルートでこの湿原に。一歩間違うと地獄の沼地や猛烈な藪に行く手

を遮られますが、平野ガイドは一番楽で確実なルートでここまで難なく到達、ここからも楽しいブッ

シュ・ウォークが続きます。ホープアームへの一般道に出ると、整備された原生林の中の登山道をマ

ナポウリへ。ワイアウ川を渡しボートで渡り出発点に戻ります。 

＊希望と天候によってはブッシュ・ウォークの後、ホープアーム・トラックの Walk Wire 吊橋を渡り、

ホープアームのビーチからモーターボートで帰る Boat in / Boat out のコースも可能です。 

 

＊ゆったりコース希望の場合は頂上から周遊ルートで登山口ビーチに戻り、モーターボートで

ストックヤード・コーブの入り江に。滝とマタイ、リムの巨木を巡るネイチャー・ウォーク（約

４０分）の後、再びボートでマナポウリに戻るコースも可能です。 

スケジュール  

１ 

 

終日 マナポウリ・モニュメント ハイキング  （昼食付） 

朝、8:00 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。帰りは内

陸路ルートでマナポウリへ。テ・アナウ帰着５時頃。 

２ 終日 ミルフォード・サウンド観光    （朝・昼食付＊） 

朝、６:３０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、マリアン滝、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。ゲートルード渓谷でピクニ

ックランチ、フィヨルド･クルーズ(15:00-)後、テ・アナウへ。 

＊朝食はミルフォード・ロードの途中の景勝地レストエリアで。 

３ 終日 ハウロコ湖・ルックアウト・ハイキング  

朝、８ :００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 BIG TOTARA 巨木の森に

立ち寄り（周遊㋭約４０分）テ・アナウへ。18:00 頃帰着。  

 

■前日ガイダンス：テ・アナウ Lakeview Holiday Park 内コロミコ・トレ

ックデスクにて 17:00～18:00 説明会と装備アドバイスなど。キャンプ事務

所フロント前集合、平野ガイドがご案内します。時間の都合が合わない人は平

野ガイド携帯：021-0256-052（日本からは+64-21-****）までご連絡くだ

さい。都合の良い時間に調整します。 

■当日の集合：宿泊先ホテルにお迎えに参ります。１０分前集合。 



２日目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                                                                                                                   

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 

ミルフォード・サウンドの桟橋とマイター・ピーク△      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・アナウに４連泊して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・サウンドのクルーズは午後３ 

時の便を利用するので、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   △ミルフォード・ロード、タルボット山（上） 

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         ゲートルード谷の U 字谷（下）  

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 Summitt  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 

３日目   レイク・ハウロコ  LAKE HAUROKO / LOOKOUT BLUFF TRACK フィヨルドランド最南端の氷河湖・絶景の俯瞰  

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  ●健脚度 :3 

 

  

  

  

■マナポウリ・モニュメント MANAPOURI MONYUMENT DAYWALK：NZ$250（昼食付）  

①２０１９年１月１１日（金）：催行決定、残席６  ②１月１７日（木）：催行決定、残席４   

③１月２９日（火）：催行決定、残席３  ④２月１４日（木）⑤3 月 6 日（水）：2 名から実施、定員 8 名  

 

■レイクハウロコ  LAKE HAUROKO LOOKOUT BLUFF DAYWALK：NZ$190（昼食付）  

①１月１2 日（土）：催行決定、残席６  ②１月１９日（土）：催行決定、残席４   

③２月１５日（金）：2 名から実施、定員 8 名  ④２月２２日（金）：2 名から実施、定員 8 名  

⑤3 月７日（木）：2 名から実施、定員 8 名  



◆◆◆ ニュージーランド大自然ウォーク・お申し込みのご案内  ◆◆◆ 

■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。 

＊ハイキングパック、及び日帰りハイキングは現地払いとなりますので、現地で平野ガイドにお支払いください。 

■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％ 

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 ウウ ォォ ーー クク 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、４～８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

