
日日本本のの山山旅旅  2017年１０月のお便り  

11１１月月忘忘年年山山行行実実施施・・残残席席状状況況・・伊伊豆豆皮皮小小平平臨臨時時増増設設ののごご案案内内  

リリピピーータターーのの皆皆ささんん、、ももううすすぐぐ１１００月月もも終終

わわりり、、今今年年のの日日本本のの山山旅旅はは１１１１月月のの忘忘年年山山行行

をを残残すすののみみととななりり、、定定番番のの大大ママテテイイ山山にに加加ええ、、

伊伊豆豆皮皮小小平平２２本本がが実実施施決決定定ととななりりままししたた。。いい

ずずれれもも若若干干のの空空ききががあありり、、今今かかららででもも間間にに合合

いいまますすののでで、、大大至至急急ごご検検討討下下ささいい。。  

今今回回のの忘忘年年山山行行でではは、、参参加加のの皆皆ささんんのの希希望望

をを元元にに、、来来年年ののププラランンののベベーースス作作りりををししまますす

ののでで、、是是非非おお仲仲間間ググルルーーププでで参参加加ししままししょょうう。。  

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オオーークク        △皮子平の大ブナ 

のの DDVVDD 鑑鑑賞賞やや、、ニニュューージジーーラランンドド製製ポポリリププロロシシャャツツのの最最後後のの在在庫庫販販売売、、  

北北見見ハハッッカカ油油新新製製品品のの販販売売ももあありりまますすののでで、、おお楽楽ししみみにに。。  
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◆◆１１１１月月のの山山旅旅・・  伊伊豆豆随随一一ののブブナナ原原生生林林とと奥奥多多摩摩一一番番のの自自然然林林へへ  

■伊豆・皮子平のブナ原生林と三筋山、函南原生林          

①11 月 14 日（火）②11 月 17 日（金）発 ２日間 ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金:\29,000（三島駅集合・解散） 

伊豆天城山の西麓・皮子平は天城随一のブナ原生林として知られています

が、そこに至る往復１４キロの筏場林道歩きが難点でツアーにはできませ

んでした。昨年から始めたこのツアーは、伊豆森林管理署から林道通行許

可をもらえたことで、理想的な伊豆・ゆったりブナの山旅が実現しました。 

 ところが今年から林道規制が厳しくなり、一旦は通行許可が下りずコー

ス変更となる予定でした。しかし平野ガイドの執拗な粘りの交渉により、 

今回に限り、特例として通行許可が得られて２本とも実施可能となりまし

た。伊豆で一番のブナ原生林、ヒメシャラの自然林を唯一楽な行程で歩け

る本コースも今年限り。最後のチャンスですので、まだの人は是非、大至

急日程を調整して参加下さい。この機会を活かすべく、急遽、３本の増発

コースを設定しましたので、お仲間に声をかけてゆったり山旅を楽しみま

しょう。いずれも３名以上、７名までのグループ貸切りも可能です。 

①三島駅（8:19 着）＝修善寺＝筏場林道（７㌔）＝上井屋歩道入口…西

皮子平…東皮子平…天城一のブナ大木…戸塚峠（往復㋭約３時間）＝筏場

林道＝伊豆高原・来宮神社＝稲取温泉【ペスカードいなとり泊】②＝河津

＝細野高原＝三筋山林道終点登山口（往復㋭約 40 分）＝河津＝天城街道

＝天城の太郎杉＝滑沢渓谷…踊り子歩道…道の駅天城越え＝旧天城トン

ネル＝函南原生の森公園（函南原生林周遊㋭約 1 時間）三島(17:56)発 

＊①２名で実施決定、残席５ ②現在 4 名グループで実施決定。残席２ 

●：臨時増発：③11 月 20 日(月) ③11 月 23 日(木) ③11 月 26 日(日) 

 

■秋の大マテイ山と雁ヶ腹摺山  ２日間  ★健脚度 ３ 

①１1月1１日(土) ②11月２３日(木) 発 ２日間    ★健脚度：２～３ 

●現地参加料金:\27,000（上野原駅集合・解散） 

☞奥多摩周辺で最も自然林が残された大マテイ山を紅葉の季節に。腐葉土

と落葉の山道は足に優しく、何度でも歩きたくなる大穴場スポットです。

まだの人は是非一度歩いてみてください。2 度目以上の人も毎年一度は歩く

価値ありです。雁ヶ腹摺山は大月から林道を大峠まで乗り入れ、最短コー

スで往復、頂上から五百円札写真の富士山を眺めながらゆったりとランチ

タイムのひと時を。下山後、上野原秋山温泉・あきやまネスパに立ち寄り、

源泉かけ流し、快適設備の温泉を楽しみます。 

①上野原駅(8:30頃集合)＝松姫峠…△鶴寝山…△大マテイ山…大ダワ…大ト

チの木…松姫峠（㋭約４時間)＝小菅村【廣瀬屋旅館泊】③＝大月＝大峠…△

雁ヶ腹摺山（往復㋭約２時間)＝上野原・秋山温泉あきやまネスパ（入浴休

憩、各自\750）＝上野原駅(1７:00 頃)又は大月駅 

＊①現在 4 名で実施決定。残席３ ②３名から実施、定員７名 

＊11 月 23 日発はいずれかのコースを実施、先行予約優先です。 

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  

◆大募集中！２名から実施、現地参加も可能です◆ 

ニュージーランド・ハイキングツア

ーのパイオニア・平野洋一が現地ガイ

ドするニュージーランド大自然ウオー

ク・シリーズ。2018 年 1 月から新企

画コースを含め実施する予定です。NZ

環境省から認可されたオリジナルの各

コースを中心に、ニュージーランドの

大自然を知り尽くした平野ガイドなら    △モニュメント頂上からマナポウリ湖 

ではの大自然ウォークと快適なドライブで皆さんをご案内します。 

これまでと一味違う本物の NZ の大自然満喫の山旅、ご期待下さい。 

フィヨルドランド大自然ウォークと南島の大自然周遊 11 日間 

マナポウリ湖とハウロコ湖、マルイア温泉周辺のブナ原生林を巡る      

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

自然ウオーク。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。コロミコ・ト    △LOOKOUT BLUFF からハウロコ湖 

レックのかつての本拠地テ・アナウに 3 連泊して、他のいかなるツアーでも、

また個人でも絶対に体験できないニュージーランドの大自然をご案内します。 

■出発日 (日本発 )：2018 年 2 月 24 日(土) 

■旅行代金：NZ$4,２00 

（現地参加料金：クイーンズタウン-クライストチャーチ） 

■日本からのツアー料金：\650,000[主催：(株)アトラストレック] 

＊ご自分で国際線予約をして現地参加の場合は 10 万円以上安くなります。アトラ

ストレック社で航空券のみの手配も可能、平野ガイドまでお問い合わせください。 

☞②③④テアナウ３泊：マナポウリ・モニュメント、ミルフォード・サウ

―ンド＋キー・サミット ⑤レイク・ハウロコークイーンズタウン泊  

⑥-マウントクック、フッカー・バレーハイキングーマウント・クック泊  

➆レッド・ターンズープカキ湖―テカポ泊（夜、ニュージーランド一のス

ター・ウォッチング）⑧ーアーサーズパス国立公園・ビーレー尾根―マル

イア温泉泊⑨ラフサドル原生林ウォーク、マルイア温泉泊 ⑩―ルイス峠

ークライストチャーチ泊（ハグレー公園ほか市内周辺ドライブと散歩、大

型アウトドアショップ、スーパーでの買い物など） 

△フッカーバレーからマウントクック南峰          △ミルフォードサウンド  

 

◁ラフサドル・ 

山上湖 

 

▷ラフサドル・ 

赤ブナ大王 

 

 



ルルーートトババーーンン・・トトララッッククととフフォォッッククスス氷氷河河、、南南島島縦縦断断のの山山旅旅１１１１日日間間 

NZ 随一の山岳展望トレッキングとフォックス氷河展望ハイキング 

◁ルートバーン・ト

ラック、コニカル・

ヒルからダーラン

山脈・最高峰

Mt.Tutoko 

▽マッケンジー湖 

 

ニュージーランド随一の山岳展望、ルート

バーン・トラックを歩いた後、平野ガイド

がクイーンズタウンから西海岸―ウエス

トランド国立公園・フォックス氷河―マル

イアスプリングス―クライストチャーチ

まで南島縦断、大周遊の山旅＆ドライブ。

フォックス氷河では氷河とサザンアルプ

スを見晴らす Mt.Fox へのハイキング。マルイア周辺では平野ガイドオリジ

ナルの原生林ウォークをご案内する南島大自然スペシャルコースです。 

■出発日 (日本発 )：2018 年２月 5(月)  

■旅行代金：NZ$4,400（現地参加料金：クイーンズタウン-CHC） 

■日本からのツアー料金：\690,000[主催：(株)アトラストレック] 

＊ご自分で国際線予約をして現地参加の場合は 10 万円以上安くなります。アトラ

ストレック社で航空券のみの手配も可能、平野ガイドまでお問い合わせください。 

☞②クイーンズタウンーテ・アナウ

泊 ③④ルートバーン・トラック２

泊３日 ⑤クイーンズタウン泊 

⑥⑦フォックス氷河 2 泊、レイク・

マセソン、Mt.フォックス ⑧⑨マ

ルイア温泉 2 泊、ラフサドル ⑩

ルイストップトラック-クライスト

△Mt. Fox からフォックス氷河とタズマン山   チャーチ泊 

フフフィィィヨヨヨルルルドドドララランンンドドドとととマママウウウンンントトトクククッッックククゆゆゆっっったたたりりりハハハイイイキキキンンングググ９９９日日日間間間   

フィヨルドランドとマウントクック２大国立公園ハイライト  

古くからのリピーターの皆さんの中

には、平野ガイドと共にフィヨルドラ

ンドを歩いたことがある人もいるでし

ょう。かつては健脚でハードなブッシ

ュウォークを体験された皆さんも、今

ではゆったり歩き中心で健脚コースは

敬遠という人も多いことでしょう。このコースは、そのようなリピーター

の皆さん向けに企画した＜ニュージーランドの大自然ゆったり歩き＆ドラ

イブの旅＞、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。 

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。マナポウリでのハイキングは従来よりも楽

でゆとりのある周遊コースに変更、モニュメントの後、モーターボートで

ストックヤード・コーブの巨木の森散策を加えました。ミルフォードサウ

ンドでも一味違うバックカントリー巡りを含め、テ・アナウに４連泊して

フィヨルドランドの大自然の魅力をゆったりと味わいます。マウントクッ

クやクイーンズタウンの他、南島の主な観光スポットも巡る、ゆったりハ

イキング＆ドライブの旅です。 

■出発日 (日本発 ) 

2018 年 1 月 19 日(金)  

■旅行代金：NZ$３,８０0（クイーンズ

タウン-クライストチャーチ） 

■日本からのツアー主催：アトラストレック（料金はお問い合わせ下さい） 

☞②クイーンズタウンーテ・アナウ４泊③マナポウリ・モニュメントハイ

キング④ミルフォード・ロード、バックカントリー・ドライブ⑤レイク・

ハウロコ Lookout Bluff 展望ハイキング⑥―クイーンズタウン（半日観

光、散歩、買い物）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、マウントクック泊 ⑧―テカポ-ジェラルディン Peel Forest

森の散歩ークライストチャーチ泊（ハグレー公園ほか市内周辺ドライブと

散歩、大型アウトドアショップ、スーパーでの買い物など） 

 

ニニュューージジーーラランンドド南南島島中中北北部部のの大大自自然然周周遊遊ハハイイキキンンググ９９日日間間 

NZ 最古の地層・カフランギ国立公園とネルソンレイクス、マルイアの自然探訪 

南島最北部に位置するカフラン

ギ国立公園では、モツエカの町を

ベースに大理石の山 Mt,Arthur

を日帰りで往復。その後、アーサ

ーズ・パスとネルソンレイクスの

2 つの国立公園を巡り、NZ 最大

級のブナ純林が広がるマルイア

ールイスパス国定自然保護区で

の原生林ウォークなど、ニュー    △Mt.アーサーへの尾根、白亜のピーク 

ジーランド南島中北部の大自然を巡る大周遊ドライブ＆山旅 9 日間。これ

まで何度ニュージーランドを訪れた人でも決して体験したことがない平野

ガイドのみ案内可能なニュージーランドの大自然スペシャルコースです。 

■出発日 (日本発 )：2018 年２月 16 日(金) 

■旅行代金：NZ$3,6０0（クライストチャーチ-クライストチャーチ） 

■日本からのツアー主催： 

アトラストレック 

（料金はお問い合わせ下さい） 

☞②アーサーズ・パス泊 ③

④モツエカ伯、Mt, アーサー

⑤―Mt.ロバートーネルソン

レイクス泊 ⑥St.アーナー

ド尾根―マルイアスプリング

ス泊 ➆ラフサドルーマルイア     △ネルソンレイクス、ロトイチ湖 

温泉泊⑧ークライストチャーチ泊  

  

 

 

 

 

 

 

 

  △ラフサドル、最高ピークへの尾根道 

◁森の人気者、ブッシュ・ロビン 

 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

…それでは皆さん、これからも日本の山旅、ニュージーランド大自然ウオ

ークで平野ガイドと共に山と森を歩き、大自然の気を一杯吸収して元気を

もらい、充実した山旅人生を過ごしましょう。… 

    2017 年１０月３０日  コロミコ・トレック / 平野 洋一 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

日本の山旅、ニュージーランド大自然ウォークに関するお問い合わせは平

野ガイドまで、お気軽に何なりとご連絡下さい。 

 ■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. 


