
平平野野ガガイイドドのの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  

◆２０19 年の予定が決まりました◆ 全６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 2019

年の日程が決まりました。来シーズンはミルフォード・トラックやルート

バーン・トラック、グランドトラバースなども含めたツアーにも平野ガイ

ドが同行することになりました。従来からのフィヨルドランド大自然ウォ

ークと合わせて、ますますグレードアップされたニュージーランド・トレ

ッキング＆ハイキングツアーをお楽しみ下さい。 

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９９日日間 

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。        △モニュメント頂上からマナポウリ湖  

コロミコ・トレックのかつての    ▽LOOKOUT BLUFF からハウロコ湖 

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。 

■出発日 (日本発 )：           

①201９年１月１５日(火) 

②２月１９日（火）       

■旅行代金：NZ$3,600 

（現地参加料金：クイーンズタウン-クライストチャーチ） 

＊日本からの往復航空券、NZ 国内線は各自手配となります（全コース共通） 

■定員：８名（＋１添乗員）、■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クイーンズタウン空港―テ・アナウ泊 ③レイクハウロコ 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マナポウリ・モニュメント ハイキング －テ・アナウ泊  

⑥－クイーンズタウン（町周遊＋フリータイム）ーオマラマ泊 

⑦―マウントクック フッカーバレー・ハイキングーテカポ泊 

⑧－ジェラルディンーペール森林公園（巨木の森散歩）―クライストチャ

ーチ（市内周遊）クライストチャーチ空港 

（＊20：00 発オークランドへ、深夜便で羽田へ（➈5：55着） 

 △フッカーバレーからマウントクック       △フッカーバレーからマウントクック  

★各コースともに現地 Koromiko Trek Limited 社主催となり、日本から

の航空券（NZ 国内線も）は各自手配という形になります。日本からのツ

アーも催行予定ですので、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。主催旅行社及び料金が決まり次第お知らせします。 

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ハハハイイイキキキンンングググ   

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  

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

■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：テ・アナウでツアー本体と合流、    △マッカイ滝 

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 

グレイドハウスハウスまで 1.6km, , 歩行：約 20 分] 

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 

⑥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   

１０日間 ミルフォード・トラック 4泊 5日 Guided Walk ＋ 

ルートバーン・トラックの一等展望ピークへ日帰りハイキング             

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１

０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  

☞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が同行します。 



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       

99 日日間間  山岳展望トレッキングと原生林ウォーク  

        △コニカルからダーラン山脈（フィヨルドランド最高峰・MT.Tutoko） 

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 2 泊 3 日の Guided Walk で歩いた後、フィヨルドランド国立公園

の原始の自然を巡るハイキングをプラス。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をご案内します。  

■出発日 (日本発 )：201９年１月 24 日(木)        

■現地参加料金：NZ$3,800 （クイーンズタウン空港発着） 

＊日本からの国際線往復、及び NZ 国内線手配は各自となります。 

■定員：８名  ■最小催行人数：４名から  

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

■日程：②クイーンズタウン空港―テ・アナウ泊 

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、㋭4-6 時間 

④2 日目：ハリス峠を越えルートバーン・フォールズロッジまで 11km, 

㋭4-6 時間 ⑤ルートバーン・ロードエンドまで 9km,㋭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レイクハウロコ ハイキングーテ・アナウ泊 

⑦マナポウリ・モニュメント ハイキングーテ・アナウ泊 

⑧－クイーンズタウン（フリータイム 2 時間）クイーンズタウン空港 

（＊夕方発 NZ でオークランドへ、深夜便で羽田へ（➈5：55着） 

 

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とととマママウウウンンントトトクククッッッククク    ハハハイイイキキキンンングググ    

   &&&    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       

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 日とフィヨルドランド大

自然ウォーク 2 日間に、マウ

ントクックでのハイキングを

プラスしたトレッキング＆ハ

イキングスペシャル 11 日間

コース。ルートバーン・トラッ

クの後、平野ガイドがフィヨル

ドランド大自然ウォークから   △ルートバーン・トラック Lake Mackenzie   

マウントクックでのハイキングをご案内、専用車でテ・アナウ～マウントク 

マウントクック～クライストチャーチへ南島縦断のドライブで巡ります。 

■出発日 (日本発 )：201９年 2 月 9 日(土)         

■現地参加料金：NZ$4,700（：クイーンズタウン-クライストチャーチ） 

■定員：８名 ■最小催行人数：４名から  

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

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クイーンズタウンーディバイド＜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。△セアリーターンズからマウントクック 

⑥レイクハウロコ ハイキングーテ・アナウ泊 

⑦マナポウリ・モニュメント ハイキングーテ・アナウ泊 

⑧－クイーンズタウン（町周遊＋フリータイム）ーオマラマ泊 

➈―マウントクック フッカーバレー又はセアリーターンズ・ハイキング

ーテカポ泊 ⑩－ジェラルディンーペール森林公園（巨木の森散歩）―ク

ライストチャーチ（市内周遊）クライストチャーチ空港 

＊20:00 発 NZ でオークランドへ、深夜便で羽田へ（⑪5：55着） 

        

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。一般コース外・未開の沢歩

きを楽しめます。          △フィヨルドランドの屋根ダーラン山脈 

■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） 

 *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） 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

 

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. 


