
日日本本のの山山旅旅  ２２001199 年年 55 月月ののおお便便りり  

★★令令和和元元年年日日本本のの山山旅旅初初歩歩ききはは新新緑緑ブブナナのの山山旅旅でで★★    

リリピピーータターーのの皆皆ささんん、、５５月月かからら

新新元元号号がが開開幕幕、、今今回回ははここれれままででとと違違

ううおおめめででたたいい新新時時代代のの始始ままりりととななりり

ままししたた。。元元号号がが変変わわるる度度にに西西暦暦にに統統

一一ししたたほほううがが簡簡単単でで無無駄駄ががなないいののにに、、

とといいうう声声ももあありりまますすがが、、ここのの元元号号制制

はは、、神神代代のの昔昔かからら日日本本ななららででははのの時時

代代のの区区切切りりななののでですすねね。。ここのの地地球球上上

ででももっっとともも古古くくかからら栄栄ええててききたた我我がが日日本本のの誇誇りりととししてて、、喜喜んんでで受受けけ入入れれるる

ここととににししままししょょうう。。  

●５月の山旅・函南原生林・ブナと照葉樹の原生林に大感動！ 

ささてて、、33 月月かからら始始ままっったた日日本本のの山山旅旅、、55 月月はは伊伊豆豆のの山山旅旅 11 本本ののみみ実実施施しし

ままししたた。。伊伊豆豆のの山山旅旅オオリリジジナナルルのの皮皮小小平平ココーーススはは、、筏筏場場林林道道がが車車両両通通行行止止

めめととななっったたたためめ、、昨昨年年かからら函函南南原原生生林林ココーーススにに変変更更ととななりりままししたた。。かかつつてて

「「ブブナナ日日本本一一のの巨巨樹樹」」でで有有名名だだっったたここのの地地はは、、ブブナナのの主主がが倒倒れれてて以以来来人人気気

がが薄薄れれ、、今今でではは訪訪れれるる人人稀稀なな忘忘れれらられれたた場場所所ににななっっててししままいいままししたた。。ししかか

ししここここににはは江江戸戸時時代代かからら禁禁伐伐のの森森ととししてて今今ななおお原原生生状状態態がが保保たたれれてていいるる素素

晴晴ららししいい森森ががあありりまますす。。巨巨木木もも混混じじるるブブナナ原原生生林林ををははじじめめ、、日日本本でで最最大大級級

ののアアカカガガシシのの巨巨樹樹ややケケヤヤキキのの巨巨木木群群のの中中をを周周遊遊すするるココーーススなな今今ななおお健健在在、、

ママイイナナーーににななっったたおおかかげげでで殆殆どど貸貸切切りり状状態態でで森森歩歩ききをを堪堪能能ででききるる桃桃源源郷郷とと

ななっってていいるるののでですす。。現現在在ここのの函函南南原原生生林林をを歩歩くくたためめににはは、、正正面面口口のの原原生生のの

森森公公園園口口かからら歩歩くくののがが一一般般的的でですすがが、、平平野野ガガイイドドはは原原生生林林周周遊遊ココーーススにに一一

番番近近いい裏裏口口（（富富士士箱箱根根ラランンドド口口））ままでで車車でで乗乗りり入入れれ、、無無駄駄なな往往復復１１時時間間をを

カカッットト、、ももっっとともも効効率率的的なな歩歩きき方方をを実実現現ししままししたた。。今今回回のの山山旅旅でではは「「観観察察

のの森森広広場場」」ののベベンンチチテテーーブブルルでで、、美美ししいい新新緑緑にに囲囲ままれれててゆゆっったたりりととラランンチチ

タタイイムムののひひとと時時をを満満喫喫、、素素晴晴ららししいいブブナナとと照照葉葉樹樹のの原原生生林林のの中中ををそそぞぞろろ歩歩

きき、、皆皆ささんん大大満満足足。。伊伊豆豆高高原原のの温温泉泉リリゾゾーートトホホテテルルにに泊泊ままりり、、細細野野高高原原三三

筋筋山山かからら天天城城連連山山とと東東伊伊豆豆のの海海のの大大展展望望にに感感動動、、天天城城越越ええでではは天天城城旧旧トトンン

ネネルルやや天天城城一一のの太太郎郎杉杉ななどど一一般般観観光光でではは訪訪れれなないい場場所所ををドドラライイブブ、、水水生生地地

のの広広場場でで新新緑緑のの陽陽だだままりりででピピククニニッッククラランンチチ。。最最近近のの山山旅旅ででははドドラライイブブ中中

にに東東屋屋ややベベンンチチテテーーブブルルののああるるととこころろでで休休憩憩タタイイムムでですすがが、、平平野野オオリリジジナナ

ルルののテテーーブブルルとと折折りりたたたたみみチチェェアアセセッットトでで、、いいつつででももどどここででもも人人ののいいなないい

穴穴場場貸貸切切りりでで楽楽ししめめるるよよううににななっったたののはは、、平平野野ツツアアーーななららででははのの楽楽ししみみがが

ままたた一一つつ増増ええたたとといいううももののでですす。。今今回回のの伊伊豆豆のの山山旅旅はは、、一一般般観観光光でで多多くくのの

人人やや車車ででごごっったた返返すす場場所所をを避避けけ、、村村のの駅駅やや東東府府屋屋ベベーーカカリリーーななどど、、知知るる人人

ぞぞ知知るる穴穴場場もも巡巡るる楽楽ししいいツツアアーーととななりりままししたた。。東東京京かからら一一番番近近いい２２日日間間のの

山山旅旅ととししてて皆皆ささんんにに是是非非おお勧勧めめししたたいいととこころろでですす。。  

●伊豆の山旅・新コース開拓、伊豆随一のブナ原生林とシャクナゲの名山 

５５月月はは山山旅旅がが伊伊豆豆１１本本ししかかななかかっったたののでで、、平平野野ガガイイドドはは伊伊豆豆高高原原のの別別宅宅（（女女

房房のの姉姉夫夫婦婦宅宅！！））ををベベーーススにに、、新新ココーースス開開拓拓もも兼兼ねねてて西西伊伊豆豆のの面面白白ススポポッッ

トトやや、、かかねねててかからら気気ににななっってていいたた天天城城猿猿山山をを歩歩いいててききままししたた。。  

  西西伊伊豆豆ででははトトンンボボロロ現現象象ででジジオオパパーーククにに認認定定さされれたた堂堂ヶヶ島島三三四四郎郎島島（（伊伊

豆豆ののモモンンササンンミミッッシシェェルル？？））かからら西西伊伊豆豆のの美美ししいい照照葉葉樹樹林林とと海海岸岸ドドラライイブブ、、

西西伊伊豆豆ススカカイイラライインンかからら達達磨磨山山ななどどをを含含めめたた新新ココーースス（（９９月月にに予予定定））がが完完

成成。。そそししてて伊伊豆豆新新聞聞のの[[ジジオオててくくのの楽楽ししみみ・・伊伊豆豆のの低低山山をを歩歩くく]]でで以以前前かからら気気

ににななっってていいたた＜＜天天城城・・猿猿山山＞＞ににははココーーススをを変変ええ２２度度足足をを運運びびままししたた。。１１回回

目目はは新新聞聞記記事事にに書書かかれれてていいたた天天城城街街道道・・旧旧大大川川端端キキャャンンププ場場かからら日日本本杉杉峠峠

～～滑滑沢沢峠峠～～小小僧僧山山～～猿猿山山へへののココーースス。。ここれれははガガイイドドブブッッククににもも載載っってておおらら

ずず、、ままずずはは登登山山口口とと入入口口のの駐駐車車場場所所をを見見つつけけるるののにに苦苦労労ししままししたたがが、、ここのの

記記事事とと勘勘をを頼頼りりにに一一発発でで発発見見。。天天城城街街道道沿沿いいのの唯唯一一ののススペペーーススにに車車をを置置いい

てて、、林林道道をを５５分分ほほどど下下るるとと旧旧大大川川端端キキャャンンププ場場のの跡跡地地のの端端にに＜＜二二本本杉杉峠峠＞＞

へへのの朽朽ちちかかけけたた古古いい道道標標ががあありり、、ここれれでで一一安安心心。。登登山山道道ははかかななりり荒荒れれててはは

いいるるもものののの、、ししっっかかりりととししたた自自然然道道でで二二本本杉杉峠峠ままでで５５００分分ほほどどでで到到達達。。峠峠

にに出出るるとと、、立立派派なな東東屋屋とと「「伊伊豆豆山山稜稜線線歩歩道道」」のの標標識識・・案案内内板板ががあありり、、そそここ

かからら滑滑沢沢峠峠ままでではは幅幅広広いい整整備備さされれたた一一般般道道３３００分分ほほどどでで到到達達。。そそのの少少しし先先

のの[[分分岐岐三三方方]]かからら小小僧僧山山～～猿猿山山ににかかけけててががここののココーーススのの核核心心部部でで、、赤赤テテーーププ

とと地地図図ココンンパパスス頼頼りりのの自自然然道道歩歩ききととななるる。。[[分分岐岐三三方方]]ににはは<<伊伊豆豆山山稜稜線線歩歩道道>>

のの標標識識ががあありり、、三三蓋蓋山山かからら仁仁科科峠峠にに至至るる一一般般道道がが右右にに続続いいてていいたた。。目目指指すす

小小僧僧山山ははそそここかからら真真西西、、尾尾根根ののフフミミアアトトにに分分けけ入入りり、、階階段段ももなないい柔柔ららかかなな

自自然然道道、、本本来来のの山山歩歩ききのの喜喜びびにに浸浸りりななががらら赤赤テテーーププをを頼頼りりにに急急登登ををググンンググ

ンン登登っってていいくく。。１１５５分分ほほどどでで尾尾根根にに出出るるとと右右にに大大ききなな三三蓋蓋山山のの展展望望地地にに飛飛

びび出出しし、、そそここかかららははゆゆっったたりりととししたた尾尾根根歩歩ききととななるる。。ヒヒメメシシャャララのの混混じじるる

ブブナナのの自自然然林林がが美美ししいい。。ししかかしし小小僧僧山山とといいっっててももかかななりりししつつここいい登登りりががああ

りり、、猿猿山山ままでではは７７つつほほどどのの小小ピピーーククののアアッッププダダウウンンのの繰繰りり返返ししでで、、意意外外とと

手手強強いい。。ままたた「「小小僧僧山山とと猿猿山山手手前前のの 996622mm 前前衛衛峰峰付付近近はは、、頂頂上上かからら直直角角左左

にに折折れれ曲曲ががるるののでで要要注注意意」」ととああるるよよううにに、、漠漠然然ととししたた尾尾根根ははママッッププ・・ココンン

パパススでで慎慎重重にに方方向向判判断断がが必必要要でで、、猿猿山山方方向向へへのの赤赤テテーーププをを見見落落ととささずずにに歩歩

くくここととがが結結構構難難ししいい。。ココーーススタタイイムム的的ににはは登登りり３３時時間間ででははああるるがが、、急急登登のの

アアッッププダダウウンンととルルーートトフファァイインンデディィンンググののレレベベルルをを考考ええるるとと、、健健脚脚度度はは３３++

～～４４程程度度のの中中級級者者向向けけのの歩歩ききごごたたええののああるるココーーススとといいええるるででししょょうう。。  

ここのの小小僧僧山山かからら猿猿山山ににかかけけててのの尾尾根根ににはは

いいたたるるととこころろにに元元気気ななブブナナのの巨巨木木がが見見らら

れれ、、シシャャククナナゲゲのの大大群群落落もも天天城城ののメメイインンココ

ーースス以以上上のの素素晴晴ららししささ。。ここんんななにに近近いい伊伊豆豆

ににここれれほほどど素素晴晴ららししいいブブナナ原原生生林林がが残残っっ

てていいるるととはは、、猿猿山山頂頂上上はは木木々々にに囲囲ままれれはは狭狭

いい場場所所ででししたたがが、、ここここかからら南南にに５５分分ほほどど進進むむとと広広いい尾尾根根上上ののブブナナ林林がが広広がが

りり、、兄兄弟弟ブブナナのの大大木木付付近近ででブブナナ新新緑緑にに囲囲ままれれてて、、ゆゆっったたりりととラランンチチとと昼昼寝寝

タタイイムム１１時時間間、、悠悠久久ののひひととととききをを過過ごごししままししたた。。  

２２回回目目のの猿猿山山ははそそのの 1100 日日後後、、シシャャククナナゲゲ開開花花のの時時期期にに合合わわせせてて、、今今度度はは

日日帰帰りりでで再再訪訪。。以以前前、、天天城城太太郎郎杉杉林林道道終終点点にに、、猿猿山山方方面面にによよりり近近そそううなな山山

道道ががワワササビビ田田のの横横かからら始始ままっってていいるるののをを確確認認ししてていいたたののでで、、ここれれがが滑滑沢沢峠峠

へへのの道道ででははなないいかかとと思思いい、、山山道道にに入入るる。。ここのの辺辺りりはは個個人人ののワワササビビ田田がが沢沢沿沿

いいにに作作らられれてていいてて、、登登山山標標識識ななどど何何ももなないい。。作作業業道道ららししきき道道をを２２00 分分ほほどど登登

っってていいくくとと、、初初めめてて「「滑滑沢沢峠峠へへ」」とといいうう看看板板がが左左手手のの登登山山道道をを指指ししてていいたた。。

「「ややははりりここのの道道がが正正ししかかっったた、、ここれれでで滑滑沢沢峠峠へへ行行けけるる。。」」とと喜喜びび、、ややっっとと

ワワササビビ沢沢をを離離れれてて古古いい登登山山道道をを登登っってて行行っったた。。おおよよそそ 5500 分分ほほどどでで前前回回訪訪れれ

たた滑滑沢沢峠峠にに到到着着。。ややははりり思思っったた通通りり二二本本杉杉峠峠かかららよよりりもも往往復復 11 時時間間はは短短縮縮

とといいうう感感じじだだ。。たただだしし、、途途中中ののワワササビビ沢沢のの道道はは作作業業道道がが入入りり乱乱れれ間間違違いいやや

すすくく、、そそのの後後のの山山道道はは全全くく整整備備さされれずず、、一一部部崩崩壊壊やや不不明明瞭瞭なな箇箇所所ももあありり、、

二二本本杉杉峠峠かかららののココーーススよよりりもも手手強強いい、、ここちちららははやややや健健脚脚ググルルーーププ向向けけとといい

ええそそううだだ。。そそのの代代わわりり、、自自然然道道のの山山歩歩ききととししててはは遥遥かかにに面面白白いい。。  

小小僧僧山山かからら猿猿山山ののかかけけててはは、、前前回回はは蕾蕾だだっったた天天城城シシャャククナナゲゲがが一一斉斉にに咲咲きき

誇誇りり、、ややははりりここここはは天天城城シシャャククナナゲゲのの大大穴穴場場ででああるるここととをを実実感感。。花花ももいいいい

がが、、そそれれ以以上上にに新新緑緑ののブブナナ原原生生林林のの美美ししささはは格格別別、、周周囲囲のの新新緑緑をを眺眺めめなながが

らら、、再再びび一一番番ののおお気気にに入入りりススポポッットト・・兄兄弟弟ブブナナ広広場場ででたたっったた一一人人大大自自然然貸貸

切切りりででラランンチチ＆＆昼昼寝寝タタイイムムををたたっっぷぷりりとと楽楽ししみみ、、往往路路をを戻戻りりままししたた。。  

私私はは２２回回のの猿猿山山探探策策でで、、天天城城猿猿山山のの素素晴晴ららししささをを再再確確認認、、確確信信ししたたののででしし

たた。。春春ははシシャャククナナゲゲにに合合わわせせてて 55 月月中中旬旬以以降降ががベベスストトでで、、秋秋 1111 月月初初旬旬のの

紅紅葉葉もも最最高高級級、、ここれれかかららはは年年にに最最低低 22回回はは山山旅旅ツツアアーーをを作作ろろううとと思思いいまますす。。  

東東京京かからら一一番番近近いいブブナナのの山山旅旅新新ココーースス、、大大いいににごご期期待待くくだだささいい。。  

●新緑の季節到来、山歩き、森歩きのベストシーズンが始まります。 

そそろろそそろろ５５月月もも終終わわりり、、６６月月かかららははいいよよいいよよ東東北北・・ブブナナのの山山旅旅シシリリーーズズ

がが始始ままりりまますす。。山山のの雪雪もも解解けけ、、新新緑緑のの淡淡いい緑緑のの葉葉がが木木々々をを覆覆うう中中、、緑緑ののシシ

ャャワワーーをを浴浴びびななががららブブナナ森森をを歩歩くく期期待待感感にに胸胸躍躍ららせせるる今今日日ここのの頃頃でですす。。  

ブブナナをを中中心心ととししたた広広葉葉樹樹をを有有すするる日日本本のの山山のの新新緑緑はは、、ここのの地地球球上上でで一一番番

美美ししいい日日本本ななららででははのの大大自自然然のの素素晴晴ららししささとといいええるるででししょょうう。。日日本本にに住住むむ

我我々々ははここののここととをを再再認認識識ししてて、、一一年年でで最最もも生生命命力力溢溢れれるるここのの季季節節、、新新緑緑をを

求求めめててどどここかか歩歩かかななけけれればば本本当当ににももっったたいいなないいでですすよよ。。東東北北ブブナナのの山山旅旅シシ

リリーーズズはは山山のの雪雪がが解解けけるる６６月月かからら始始ままりりまますす。。６６月月はは既既にに決決定定ツツアアーーはは４４

本本あありりまますすがが、、残残席席あありりののココーーススももあありりまますすののでで、、ままだだ６６月月予予定定ののなないい人人

はは大大至至急急ブブナナ森森歩歩ききのの予予定定をを立立ててままししょょうう。。                        - 1 -   



◆◆◆   ６６月月のの山山旅旅：：東東北北ブブナナのの山山旅旅   ◆◆◆   

東北のブナ原生林が１年で最も生命力

に溢れるのは新緑の季節。世界一美しい

日本のブナ原生林の新緑は、１年に一度

以上見に行かなければもったいないです

ね。平野ガイドと一緒にブナの森を歩き、

巨木に触れ、大いなる大自然のパワーを

吸収して元気をもらいましょう。 

 

■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、高原の宿水芭蕉  

●６月7日(金)  ② 10月25日（金）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、高原の宿に１泊してゆとりを

持って歩きます。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。車道歩きやスキー場コースを極力避け

て、自然道を歩けるコース巡りを考えました。 

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…センターハウス（周遊㋭約３時間 30

分）＝高原の宿水芭蕉【泊】②＝鹿又山南登山口…△鹿又山…ブナ平…セ

ンターハウス（周遊㋭約４時間）＝上毛高原駅（18:25 発）■ 

☞３名で実施決定、ゆったり歩き希望者残席３あり、締切は５月３０日！ 

 

▼ブナの名山を平野流コース巡りでベストスポットをゆったりと周遊▼ 

★6 月 14 日発 2 日間急募！前のツアーが催行のため 2 名から実施。 

レベルに応じて健脚度２のゆったりコースも可能です。 

■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、新緑の山旅 ２日間  

●６月 14 日(金)発 2 日間  ★健脚度：２－３ 

●現地参加料金: \42,000（飯山駅集合、越後湯沢駅解散） 

①飯山駅（9:43 着）＝鍋倉山登山口…巨木の谷…△鍋倉山…△黒倉山…

茶屋池（㋭約３時間 30 分）＝戸狩温泉【四季彩の宿かのえ泊】②＝天水

山松之山登山口…ブナ林…△天水山（往復㋭約３時間）＝越後湯沢駅 

 

■真昼山地・真昼ブナ原生林悠々の森と大空の滝 ゆったり山旅 

真昼岳山麓のブナ指標林・手つかずの森で悠久のひと時を  

①6 月 1７日 (月 ) ②10 月 15 日 (火 )発２日間  ★健脚度：２-2+ 

●現地参加料金: \43,000（盛岡駅集合・新花巻駅解散）  

真昼岳中腹には周辺随一のブナ原生林が広がっています。真昼岳頂上まで無

理して行かず、途中のブナ巨木の森で憩い、ブナ指標林中の、手つかずのブ

ナ原生林の中、平野ガイドが見つけた原生林ルートを周回します。今では訪

れる人も殆どいない静寂の原生林の中でゆったりとくつろぎます。翌日は原

生林ドライブ[なめとこライン]大空の滝入口から、歩きやすいほぼ水平の旧林

道（車通行止め）の遊歩道を大空の滝展望台へ。滝の落ち口まで往復の後、

新緑のブナ原生林を眺めながらランチタイムを楽しみます。 

①盛岡駅(10:00 頃集合)＝沢内村＝真昼岳兎平登山口…真昼ブナ指標林入

口…ブナ原生林内周遊…登山口（㋭計約２時間３０分）＝南花巻温泉【ホテ

ル志戸平泊】②＝なめとこライン＝大空の滝駐車場…大空の滝展望地…滝下

部（往復㋭約３時間）＝宮沢賢治記念館（賢治の森～童話村散歩㋭約４０分）

＝東和温泉（入浴休憩各自）＝新花巻駅（17:00 頃着） 

＊希望によっては 2 日目：女神山ブナ森周遊コースに変更も可能です。 

☞２名で実施決定。残席４あり、締切は６月３日！ 

▲これまで和賀・真昼岳コースをすでに歩いた人も多いと思いますが、 

この＜真昼ブナ悠々の森＞は昨年平野ガイドが完成させた新コースです。 

真昼岳コースの手前にある<ブナ指標林＞は今では訪れる人も殆どいない 

ブナ森の別天地、究極のゆったりブナ森歩きを大自然貸切りで楽しめる平

野ガイドイチオシのスポットです。 

 

■真昼山地・真昼ブナ原生林悠々の森～兎平、女神山 

真昼岳山麓のブナ指標林・手つかずの森を平野ルートで  

●6 月 1９日 (水 )発２日間   ★健脚度：２-３ 

●現地参加料金: \43,000（盛岡駅集合・新花巻駅解散）  

☞真昼岳中腹には周辺随一のブナ原生林が広がっています。真昼岳頂上まで

無理して行かず、途中のブナ巨木の森で憩い、兎平ピークでランチタイムを

のんびりと楽しみます。帰路、ブナ指標林に立ち寄り、手つかずのブナ原生

林の中、平野ガイドが見つけた原生林ルートを周回します。今では訪れる人

も殆どいない静寂の原生林の中でゆったりとくつろぎます。 

これまで利用していた沢内銀河高原ホテルが営業休止のため、南花巻温泉ホ

テル志戸平にアップグレード、快適設備と爽快な渓流露天風呂を満喫します。

翌日女神山では、ブナ原生林の中、白糸の滝や降る滝などの美しい滝に立ち

寄りながら、県境尾根を周遊します。 

①新花巻駅(9:49 着)＝沢内村＝真昼岳兎平登山口…△兎平ピーク…真昼ブ

ナ指標林入口…ブナ原生林内周遊…登山口（㋭計約４時間）＝南花巻温泉【ホ

テル志戸平泊】②＝相沢林道終点女神山登山口…白糸の滝…△女神山…県境

尾根…ブナ見平…降る滝…登山口（周遊㋭約３時間２0 分＝ホテル（入浴休

憩）＝盛岡駅（17:00 頃着）☞５名グループで貸切り実施決定。 

 

▼以下、ブナの山旅３コースはいずれも日本で第一級のブナ原生林を有す

る山域で、平野ガイドオリジナルの一味違う巡り方でブナ森の魅力を最大

限に味わえる特選コースです。以前歩いた人にも、また何度歩いても世界

一のブナ原生林から新鮮な感動の得られるブナの山旅ベスト３です。 

■新緑の南八甲田・赤沼ブナ原生林と雛岳、蔦の森 

八甲田山随一のブナ原生林と奥入瀬ナ巨木・森の神、新緑の季節に  

●6 月 21 日 (金 )発３日間   ★健脚度：２-３ 

●現地参加料金: \65,000（新青森駅集合・解散）  

☞前のツアーが決まっているので２名から実施可能、定員６名 

 

■新緑の白神山地と十二湖、岩木山黒森・巨木の森逍遥  

高倉森と二ツ森、岩木山一のブナ原生林 , 十二湖アカショウビンの季節に  

●６月 24 日 (月 )発  ３日間   ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金: \65,000（新青森駅集合、東能代駅解散＊）  

☞岩木山周辺最大のブナ原生林が広がる「巨木の森」～黒森を巡る平野オ

リジナルのブナ森歩きスペシャル。３名から実施可能、定員６名 

 

■新緑の森吉山とノロ川ブナ原生林、竜が森 

花の名山・森吉山をゴンドラ利用で周遊、山麓随一のブナ原生林  

●6 月 27 日 (木 )発３日間   ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金: \65,000（大舘能代空港集合・盛岡駅解散）  

☞いずれも３名から実施、グループ貸切り可能です。定員６名 

 

◆◆◆７７月月のの山山旅旅：：爽爽ややかかなな北北のの大大地地・・北北海海道道・・花花のの山山旅旅へへ ◆◆◆    

７７月月以以降降のの山山旅旅はは今今ののととこころろ決決定定ツツアアーーははあありりまませせんん。。最最近近のの日日本本のの

山山旅旅はは、、以以前前ののよよううにに年年間間すすべべててののホホテテルル予予約約ををししてておおららずず、、ああるる程程

度度決決ままっっててかかららのの手手配配ととななりりまますす。。ななののでで以以前前ののよよううにに間間際際のの予予約約でで

ははホホテテルルもも取取れれなないいここととももあありり、、ままたた航航空空券券のの早早割割やや新新幹幹線線予予約約もも早早

めめがが必必要要でですすののでで、、ままだだ先先ののここととととののんんびびりりせせずず、、今今かからら大大至至急急楽楽しし

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。。ごご希希望望そそのの他他何何ななりりととごご連連絡絡下下ささいい。。   

７７月月はは北北海海道道、、東東北北花花のの山山旅旅ベベスストトシシーーズズンンでですす。。最最近近はは北北海海道道ツツ

アアーーががななかかななかか集集ままららずず、、ここのの２２年年間間はは催催行行ししてていいまませせんん。。少少人人数数実実

施施ののたためめ、、遠遠方方のの北北海海道道ツツアアーーはは最最低低２２本本ののツツアアーーがが連連続続ししなないいとと催催

行行がが難難ししくく、、各各４４～～６６名名ででのの実実施施ととななりりまますす。。現現在在、、[[利利尻尻礼礼文文ゆゆっったた

りり山山旅旅 ]]にに２２名名のの希希望望ががあありり、、ああとと４４名名以以上上でで実実施施見見込込みみととななりりまますす。。  

他他のの２２ココーーススははいいずずれれもも３３名名以以上上ののググルルーーププ貸貸切切りりもも可可能能ななののでで、、おお

仲仲間間をを集集めめてて久久々々のの北北海海道道山山旅旅をを実実現現ししままししょょうう。。   
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■ アポイ岳とオロフレ山、花と展望の山旅、癒しの登別温泉  

 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   

● ７月４日(木)発 ３日間             ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金：\7２ ,000（帯広空港集合、新千歳空港解散）  

⇒日高山脈最南端・高山植物の宝庫として人気のアポイ岳。麓のアポイ山荘

をベースに往復。登別の名山・オロフレ山を加えた花と温泉ゆったり山旅。 

オロフレ山ではシラネアオイの大群落が圧巻、登別―の大温泉浴場も楽し

みです。①帯広空港＝襟裳岬（遊歩道散歩と名物襟裳ラーメン、各自）＝

様似・観音山公園展望台＝アポイ山荘【泊】②＝アポイ岳登山口…△アポ

イ岳（往復㋭約４時間３０分)＝登別東 IC＝登別温泉【第一滝本館泊】③＝

オロフレ峠…△オロフレ岳（㋭約２時間３０分）＝新千歳空港  

■ 黒松内岳と歌才ブナ林、目国内岳 ３日間 

北限のブナ林とニセコ・花の名山、歌才自然の家と昆布温泉  

● ７月７月(日)発 ３日間             ★健脚度：３ 

●現地参加料金：\7２ ,000（新千歳空港集合・解散）  

⇒北限のブナ」として有名な「歌才の森」とブナ原生林に囲まれた黒松内岳。

黒松内の自然に囲まれた歌才自然の家とニセコ昆布温泉に泊まり、花の名

山・目国内岳をプラスした道南ブナと花と温泉の山旅復刻版です。 

①新千歳空港(10:00 頃集合)＝黒松内 IC＝黒松内＝歌才の森・北限のブナ林

（㋭約１時間３０分）＝黒松内【歌才自然の家泊】②＝黒松内岳登山口…

515m コル…△黒松内岳（往復㋭約３時間３０分）＝ニセコ昆布温泉【ホ

テル甘露の森泊】②＝新見峠登山口…△前目国内岳…△目国内岳（往復㋭約

３時間４０分）＝昆布温泉（入浴休憩）＝支笏湖＝新千歳空港(18:30 発)  

■北海道ガーデン街道・ガーデン巡りと然別の山  

●７月７日(日) 発 3日間    ★健脚度：1～２ 

●現地参加料金：\72,000（帯広空港集合・旭川空港解散） 

☞７月７日発はいずれかを実施、４名から実施、先行予約優先です。 

■利尻礼文・ゆったり花と温泉の山旅  ★健脚度 2-2+                

桃岩～フラワーロード、利尻島一周ドライブ・ポン山～姫沼～オタドマリ沼 

●７月１１日(水）発 ３日間 ●現地参加料金:\89,000（旭川空港集合・稚内空港解散） 

☞かつて健脚だった頃に登った利尻山。久しぶりの再訪では無理をせず、

利尻一の宿・田中家に２連泊、島内一周ドライブと軽ハイキング・散歩で

ゆったりと島を巡ります。往きは航空券の取りにくい稚内便を避けて旭川

空港から道北ドライブで中川温泉へ。翌早朝のフェリーで礼文島に渡り、

桃岩からフラワーロードを歩き、利尻に渡ります。専用車ノア号で島に乗

り入れるので、３度のフェリー移動も手荷物のみで楽々船旅を楽しめます。

最終日には宗谷岬から猿払原野～サロベツ原野～稚内へ大周遊ドライブも

加えたスペシャルプランです。①旭川空港（9:20 着）＝中川温泉【ポン

ピラアクアリズイング泊】②＝稚内港（フェリー）香深＝桃岩登山口…△

桃岩…知床（㋭約 2 時間 30 分）＝香深（武ちゃん寿司でうに丼、各自）

＝スコトン岬＝香深(14:15 発フェリー)＝鴛泊【旅館田中家 2 連泊】③

＝オタドマリ沼（一周㋭30 分）＝南浜湿原＝沓形・見返台園地（展望台

往復㋭約 30 分）＝④鴛泊（8:30 発フェリー）稚内＝宗谷岬＝猿払原野

＝ベニヤ原生花園＝稚内空港（16:30 発） 

◆◆◆７７月月のの山山旅旅：：東東北北・・花花とと温温泉泉のの山山旅旅へへ ◆◆◆    

■野反湖カモシカ平と奥志賀の山と池巡り、まが玉の丘                              

ノゾリキスゲの大群落と奥志賀の山と原始境・クロベ巨木群を巡る★健脚度：２～３ 

●７月1６日(火)発３日間 ●現地参加料金: \63,000（飯山駅集合・長野原草津口解散） 

☞草津温泉の北、六合村にある野反湖は周囲を大自然に囲まれ、遊覧船や観

光施設も一切ない静寂の湖。カモシカ平は湖の西側の尾根からさらに西に下

った所にある桃源郷で、ノゾリキスゲの大群落で埋め尽くされる時期に訪れ

ます。奥志賀の山と原始境も含めた上信越花と大自然の山旅スペシャルです。 

①飯山駅（８:19 着）＝志賀高原＝信州大学教育園…まが玉の丘コース…ク

ロベ巨木群…勾玉の丘…長池…駐車場（㋭約２時間)＝蓮池【志賀レークホテ

ル泊】②＝硯川口…渋池…△志賀山…△奥志賀山…四十八池…渋池…硯川

口（周遊㋭約３時間３０分)＝志賀草津高原ルート＝草津【中沢ヴィレッジ泊】

③＝野反湖冨士見峠…△エビ山…△高沢山…カモシカ平…三壁山…野反湖

キャンプ場（㋭約４時間５０分）＝吾妻線長野原草津口駅(16:00 頃着 

■山形神室岳と不忘山、南蔵王・芝草平    

●７月２1日（日）発 ３日間   ★健脚度：３ 

●現地参加料金:\62,000（白石蔵王駅集合・解散） 

☞遠刈田温泉と秋保温泉をベースに、南蔵王の３名山：山形神室山、不忘山、

屏風岳を効率的なコース巡りでゆとりを持って歩きます。 

①白石蔵王(9:04 着)＝笹谷峠＝トンガリ山…△山形神室岳（往復㋭約３時

間 30 分)＝遠刈田温泉【かっぱの宿・旅館三治郎泊】②＝不忘山白石登山

口…弘法清水…△不忘山（往復㋭４時間 30 分)＝秋保温泉【秋保グランド

ホテル泊】③＝おはぎ佐市＝刈田峠…△杉が峰…芝草平…△屏風岳（往復

㋭約４時間)＝白石蔵王(18:25 発) ＊ゆったりコースは芝草平まで 

△上記２コースいずれも 3 名から実施、定員 6 名。詳細は 6 月の山旅参照。 

▼東北の山旅の中でも最も手強い岩手山と鳥海山。いずれも最良のコース、

歩き方で、ゆとりを持って挑戦します。久々に歩きごたえのある山に挑み

たい元気な人、グループ大募集です。ストスポットをゆったりと周遊▼ 

★6 月 13 日発 2 日間急募！前のツアーが催行のため 2 名から実施。 

レベルに応じて健脚度２のゆったりコースも可能です。 

■岩手山と姫神山、早池峰薬師岳 3 日間  ★健脚度 3+～4        

岩手県の最高峰をベストコースで往復、北上山地の名峰 ★健脚度 3+～4 

●７月2４日(水)発 ●現地参加料金:\63,000（盛岡駅集合・新花巻駅解散） 

☞しばらくご無沙汰・復活の岩手山。どこから登っても手強い山ですが、中で

も一番楽な馬返しコースから往復します。平野コースでは８合目避難小屋に荷

物をデポ、軽荷で頂上を往復又はお釜を一周という最も効率的な歩き方でご案

内します。休暇村岩手網張温泉に２連泊して、１日たっぷり時間をかけてゆと

りを持って歩きます。姫神山と早池峰山と対峙する薬師岳をプラスした歩きご

たえのある岩手三山巡りの山旅です。 

①盛岡駅(9:51 着)＝姫神山一本杉登山口…五合目…△姫神山…こわ坂コー

ス…こわ坂登山口（㋭往復約８時間）＝一本杉駐車場＝網張温泉【休暇村

岩手網張温泉２連泊】泊】②＝馬返し登山口…二合目…七合目鉾立…八合

目避難小屋…△岩手山薬師岳…八合目…七合目…新道…二合目…馬返し登

山口＝網張温泉【泊】③＝大迫＝小田越…ヒカリゴケ…△薬師岳（往復㋭

約)＝東和温泉（入浴休憩、各自）＝新花巻駅(17:０0 頃着) 

☞現在１名希望あり、あと２名以上で催行決定、元気組大募集！ 

■鳥海山と月山、奥山寺遊仙峡探訪・天童温泉４日間       

残雪と高山植物の宝庫、ゆとりの東北の鳥海山と出羽三山の霊峰 ★健脚度 3+～4 

●7月27日（土）発 ●現地参加料金:\78,000（新庄駅集合・山寺駅解散） 

⇒みちのくの最高峰・鳥海山と出羽三山の霊峰・月山を巡る山旅。鳥海山麓

随一の温泉リゾート／フォレスタ鳥海に 2 連泊、最短かつ変化に富んだ祓川

5 合目からのコースを往復します。月山は姥沢からリフトを利用、お花畑コ

ースを下ります。3 泊目は天童温泉泊、奥山寺遊仙峡ミニ探検もプラス。 

☞３名から実施。鳥海山のみの３日間コースも可能。 

 

◆◆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！！◆◆  

暑暑いい夏夏がが終終わわりり 99 月月半半ばばににななるるとと快快適適なな山山旅旅のの季季節節ととななりりまますす。。夏夏のの暑暑

ささでで疲疲れれ果果ててたた心心身身をを鍛鍛ええ直直しし、、1100 月月かかららのの東東北北・・紅紅葉葉ののブブナナのの山山旅旅にに備備

ええままししょょうう。。99 月月のの山山旅旅のの大大本本命命はは三三陸陸のの山山旅旅 22 ココーースス。。百百名名山山とともも無無縁縁

ななママイイナナーーなな山山域域ゆゆええ、、興興味味をを持持たたなないい人人もも多多いいののはは勿勿体体なないいでですす。。平平野野

ガガイイドドがが開開拓拓ししたたココーーススははいいずずれれもも三三陸陸のの山山旅旅再再発発見見、、大大自自然然とと静静かかにに向向

きき合合ええ本本来来のの山山歩歩ききをを楽楽ししめめるる貴貴重重なな山山旅旅ななののでですす。。三三陸陸のの山山旅旅 33 ココーースス

ををままだだ歩歩いいたたここととののなないい人人はは、、是是非非平平野野ガガイイドドとと共共にに歩歩ききままししょょうう。。  

■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  

●９月２０日(金)発 ３日間    ★健脚度：３     ＊日程は 6 月の山旅参照 

●現地参加料金：\63,000（北陸新幹線糸魚川駅集合・解散） 

◆◆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   

●9 月 23 日 (月 ) ３日間  ★健脚度：３     ＊日程は 6 月の山旅参照 

●現地参加料金: \62,000（盛岡駅集合、新花巻駅解散）  - 3 - 



■遠島岳と遠別岳・安家森、階上岳、種差海岸  ３日間  

三陸の山旅その２…日本一の白樺林と静寂のブナ原生林  ★健脚度：３  

●9 月 26 日 (木 )発●現地参加料金: \63,000（八戸駅集合、盛岡駅解散） 

△上記３コースいずれも 3 名から実施、定員 6 名。詳細は 6 月の山旅参照。 

■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29日(日)発 ３日間 ●現地参加料金:\67,000（新青森駅集合・解散） 

▼９月の山旅新コース▼  

■伊豆の山旅その２・堂ヶ島三四郎島と達磨山  ２日間    

伊豆のモンサンミシェルと西伊豆スカイライン周遊  ★健脚度２   

●９月１７日(火)発 ２日間 ●現地参加料金:\３1,000（三島駅集合・解散） 

トンボロ現象で有名な堂ヶ島三四郎島。島まで歩いて渡れる季節、時間に

訪れます。土肥温泉のリゾートホテルに泊まり、西伊豆スカイライン・達

磨山、堂ヶ島海岸遊歩道その他、西伊豆の山と海岸周遊の山旅＆ドライブ。 

 

◆◆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でで悠悠久久ののひひとと時時をを    ◆◆  

新新緑緑のの美美ししいい日日本本ののブブナナ原原生生林林はは、、オオオオカカメメノノキキややカカエエデデ、、ココシシアアブブララななどど

様様々々なな種種類類のの樹樹木木がが混混じじりり、、秋秋のの季季節節ににはは錦錦絵絵のの紅紅葉葉のの世世界界がが広広ががりりまますす。。

ここののよよううなな変変化化にに富富んんだだ紅紅葉葉はは、、地地球球上上でで他他のの地地域域でではは決決ししてて見見るるここととののでで

ききなないい日日本本ななららででははのの素素晴晴ららししささとといいええるるででししょょうう。。日日本本にに住住むむ我我々々ははここのの

日日本本のの紅紅葉葉のの素素晴晴ららししささをを再再認認識識ししてて、、世世界界一一美美ししいいブブナナ原原生生林林のの紅紅葉葉をを堪堪

能能ししたたいいももののでですす。。平平野野ガガイイドドががベベスストトココーーススををごご案案内内ししまますす。。  

  

■栗駒山（秣岳）と栗駒古道・千年クロベ、御駒山 

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 ★健脚度：３    

●１０月３日（木）発 ３日間 ●\62,000（一関駅集合、解散） 

■森吉山とノロ川ブナ原生林、幸兵衛の滝＆安の滝       

秋の森吉山と錦秋のノロ川ブナ原生林、マタギの里から 2 つの滝巡り 

●１０月６日（日）発  ３日間   ★健脚度：２～2+ 

●現地参加料金:\65,000（田沢湖集合・盛岡解散） 

■秋の白神山地と十二湖、岩木山黒森・巨木の森逍遥       

高倉森と十二湖、クロクマの滝、岩木山随一のブナ原生林・黒森新ルート 

●10 月９日 (水 )発  ３日間   ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金: \65,000（新青森駅集合・解散）  

■秋の南八甲田・紅葉の赤沼と雛岳、奥入瀬～十和田湖を巡る 

 八甲田随一のブナ原生林を巡るゆったり山旅  ★健脚度：2～3    

●１０月12日（土）発 ３日間 ●現地参加料金:\65,000（新青森集合・盛岡解散） 

■真昼山地・真昼ブナ原生林悠々の森と大空の滝 ゆったり山旅 

真昼岳山麓のブナ指標林・手つかずの森で悠久のひと時を  

●10 月 15 日 (火 )発２日間  ★健脚度：２-2+ ＊日程は 6 月の山旅参照 

●現地参加料金: \43,000（盛岡駅集合・新花巻駅解散）  

■秋の和賀・高下岳と真昼岳、女神山、志戸平温泉の渓流露天風呂 

和賀岳周辺のブナ原生林と展望ピークを巡る  

●10 月 17 日 (木 )発  ３日間   ★健脚度：３+ 

●現地参加料金: \64,000（北上駅集合・新花巻駅解散）  

■秋の裏磐梯・雄国山と雄子沢＆デコ平ブナ原生林 

裏磐梯五色沼周辺の原生林と渓谷・紅葉の山旅   ★健脚度：３ 

●１０月20日(日)発 ２日間 ●現地参加料金:\42,000（会津若松駅集合、解散） 

■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２2日(火))発 ３日間   ★健脚度：３  

●現地参加料金:\6２ ,000（新幹線飯山集合、越後湯沢駅解散） 

■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２５日(金)発 ２日間   ★健脚度：２～３ ＊日程は 6 月の山旅参照 

●現地参加料金:\39,000（上越新幹線上毛高原駅集合・解散）   
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■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 

●１０月28日(月)発 ２日間   ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金: \39,000（北陸新幹線金沢駅集合、解散） 

▼能登の山旅・能登半島４つの山を巡る新新ココーースス・・２２度度目目３３度度目目のの能能登登のの山山旅旅にに 

秋の能登半島、宝達山と鉢伏山、山伏山、石動山              

能登半島の山々と自然林、パワースポットを巡る秋の山旅スペシャル 

●１０月30日(水)発 ２日間   ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金: \39,000（北陸新幹線金沢駅集合、解散）      

■秋の弥彦山と国上山、岩室温泉  ２日間   

●11月2日(土)発          ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金：\38,000（上越新幹線燕三条駅集合、解散）  

■秋の金華山・神聖の森と牡鹿半島の自然公園を巡る  2 日間         

 三陸の山旅その３・神の宿る島、手つかずの神域を歩く 

① １１月４日（月）発 ②１１月６日（水）２日間  ★健脚度：２－３ 

●現地参加料金:\45,000（石巻駅集合・解散） 

■ 函南原生林と伊豆細野高原・三筋山、天城越え            

●11 月 10(日)発 ２日間 ★健脚度：２ 

●現地参加料金:\29,000（三島駅集合・解散）＊日程は５月の山旅参照 

▼毎年一度は歩きたい奥多摩一番の自然林＆自然道、晩秋の季節に▼  

■秋の大マテイ山と雁ヶ腹摺山 ２日間  晩秋の季節に 

①１１月13日（水）②１１月１５日（金）発 ★健脚度：2-3＊日程は 6 月の山旅参照 

●現地参加料金:\28,000（上野原駅集合・解散、又は大月駅解散） 

＜１１月の山旅新コース・平野ガイドオリジナルの周遊コースで＞ 

伊豆の山旅その３・秋の天城猿山と函南原生林              

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 

●11 月 8 日(金)発 ２日間  ★健脚度：3+～ 

●現地参加料金:\31,000（三島駅集合・解散） 

久慈男体山と袋田の滝、月居山～鍋転山、袋田温泉 

①１1月20日（水） ②１1月2２日（金）発 ２日間 ★健脚度２～３   

●現地参加料金:\35,000（水戸駅集合・解散） 

⇒栃木の名山・久慈男体山を晩秋の時期に訪れます。一般コースの長い林道

歩きは避けて、大円地下駐車場から最短コースで頂上へ、大円地越え経由で

下る無駄のない平野流周遊コースで歩きます。袋田温泉一の宿[思い出浪漫館]

に泊まり、翌日、月居山から鍋転山（男体山縦走尾根第一展望台）まで、こ

れも袋田の滝からの急階段を避けて、月居山登山口から自然道の山道で往復。 

①水戸駅(9:18 着）＝大子町＝男体山大円地下駐車場…修験者コース…△久

慈男体山天渓大円地越え…駐車場（周遊㋭約 2 時間）＝袋田温泉【思い出

浪漫館泊】②＝月居山登山口…月居山…△鍋転山（往復㋭約２時間 30 分）

＝袋田の滝（見学３０分、各自）＝道の駅奥久慈だいご＝水戸駅（夕方着） 

▽シーズンオフの足慣らしに日帰りで 

高尾山～景信山周遊：誰も歩いたことのない面白コース

●１1月2５日（月）～１1月２８日（金）の随時、日帰り、3名から実施 

●現地参加料金:\3,000（JR 高尾駅集合・解散） 

⇒日本の山旅の足慣らし、トレーニングに一番人気の高尾山は、リピーター

の皆さんは既に毎年のように何度もいろいろなコースを歩いていることと思

います。しかし平野ガイドは裏高尾の林道に高尾山への最短ルートの入口を

発見、歩く人も殆どなく、階段もなく歩きやすい山道で、頂上まで２０～３

０分の超穴場コースです。頂上から景信山へ縦走して頂上園地でランチタイ

ム、下山は小下沢へ下る周遊コースを作りました。下山口から出発点までは

１時間ほどの長い林道と車道歩きとなりますが、平野流車回送術？で無駄な

歩きをカット、これまでにない高尾山～景信山周遊、乞うご期待。 

●京王高尾駅＝裏高尾林道登山口…△高尾山頂上…小仏城山…小仏峠…△景

信山…小仏分岐…小下沢登山口（周遊㋭約４時間）＝高尾駅（18:00 頃着） 

 

 ■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 

mailto:koromiko2@pop07.odn.ne
http://www.koromikotrek.com/

