
平平平野野野ガガガイイイドドドのののニニニュュューーージジジーーー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   

◆２０２０年の予定が決まりました◆ 全５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 2020

年の日程が決まりました。来シーズンは西海岸とアスパイアリング国立公

園での氷河展望ハイキングやマルイア温泉周辺の大自然ウォークを含んだ

新コースが加わりました。またミルフォード・トラックやルートバーン・

トラックなども含めたツアーにも平野ガイドが同行。そして従来からのフ

ィヨルドランド大自然ウォークはさらにグレードアップ、ますます充実の

ニュージーランド大自然ウォークをお楽しみ下さい。 

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。マウントクックではフッカーバレー・氷河

展望ハイキング、クライストチャーチ～テカポ～マウントクック～クイーン

ズタウン～テ・アナウまでの南島中南部縦断ドライブも平野ガイドが穴場も

含めご案内する９日間特選コースです。 

■出発日 (日本発 )：2020 年１月１１日(土)発～1 月 19 日(日) 

■現地参加料金：NZ$3,380～4,980（4 名～2 名） 

（2 日目クライストチャーチ空港迎え～9 日目クイーンズタウン空港送りまで） 

＊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 ■最小催行人数：２名から  

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

■日程：①＊夕方、NZ 便でオーク

ランドへ。②オークランド✈クライ

ストチャーチーピールフォレスト

ージェラルディン泊 ③―マウント

クック フッカーバレー・ハイキン

グーオマラマ泊 ④オマラマークイ

ーンズタウンーテ・アナウ泊 ⑤マ

△ミルフォード・サウンド/クルーズ      ナポウリ・モニュメント ハイキン

グーテ・アナウ泊 ⑥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 

⑦レイクハウロコ ハイキングー

テ・アナウ泊 ⑧－レイク・マボラ

－クイーンズタウン泊 ➈－クイ

ーンズタウン空港（＊6:40 発 NZ

国内線でオークランドへ。国際線に

乗り継ぎＮＺ便で成田へ） 

 

◁フッカーバレーからマウントクック        

 

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ククイイーーンンズズタタウウンン  

テ・アナウに４連泊、フィヨルド

ランド大自然ウォークの後、クイ

ーンズタウンに 2 泊、アスパイア

リング国立公園でのブナ原生林ハ

イキングを加えた 8 日間コース。 

■出発日 (日本発 )：           

①20２０年２月 23 日(日)発    

②３月１日(日)発      

■現地参加料金：NZ$3,150～4,650（8 名～2 名）   △ハウロコ湖  

（2 日目クイーンズタウン空港迎え～８日目クイーンズタウン空港送りまで） 

■定員：８名 ■最小催行人数：２名から  

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

■日程：①夕方、*NZ 便でオークランドへ。②オークランド*✈クイーン

ズタウン空港―テ・アナウ泊 ③マナポウリ・モニュメント 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レイ

ク・ハウロコ ハイキングーテ・アナウ泊 ⑥－レイク・マボラークイー

ンズタウン泊 ⑦―レイクシルバン ハイキングークイーンズタウン泊 

⑧－クイーンズタウン空港（＊6:40 発 NZ 国内線でオークランドへ。国 

際線に乗り継ぎＮＺ便で成田へ） 

 

フフフララランンンツツツジジジョョョセセセフフフ氷氷氷河河河とととロロロブブブロロロイイイ氷氷氷河河河   

南南南島島島ののの大大大自自自然然然周周周遊遊遊ののの山山山旅旅旅   999 日日日間間間       

アスパイアリング国立公園とウエストランド国立公園・氷河展望  

とマルイアブナ原生林ウォーク、南島縦断＆大周遊の山旅 

アスパイアリング国立公園・ロブロ

イ氷河とウエストランド国立公園・

フランツジョセフ氷河、ニュージー

ランド南島唯一の温泉・マルイアス

プリングス周辺のブナ原生林を巡る

南島の大自然、大周遊の山旅。 

■出発日 (日本発 )：  

2020 年 1 月 19 日(日)～27 日(月) △アレックスノブからフランツジョセフ氷河   

■日本からの旅行主催：朝日旅行  

■旅行代金\588,000 ■定員：８名 ■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―ワナカ泊 ③ロブロイ氷河 

ハイキングーワナカ泊 ④―フォ

ックス氷河―マセソン湖―フラン

ツジョセフ氷河泊 ⑤アレック

ス・ノブ ハイキングーフランツジ

ョセフ氷河泊 ⑥-ホキティカーグ   △ロブロイ氷河/ 氷河展望フラットから 

レイマウスーマルイアスプリング

ス泊 ⑦ラフサドル ハイキング

ーマルイアスプリングス泊 ⑧ル

イストップ半日ハイキングークラ

イストチャーチ泊 ➈－クライス

トチャーチ空港✈＊オークランド

（＊ＮＺ便で成田へ、16:40 着） 

                  △ラフサドル・大滝上の山上湖 

 



ニニニュュューーージジジーーーララランンンドドド南南南島島島・・・大大大自自自然然然周周周遊遊遊ハハハイイイキキキンンングググ 111000 日日日間間間       

マウントクック・アスパイアリン

グ・フィヨルドランドの南島 3 大  

国立公園を巡る大自然周遊の山旅 

   クライストチャーチからマウン

トクック、クイーンズタウン、テ・

アナウまで、平野ガイドが全行程

ドライブ、各地でのハイキングも

すべてご案内します。       △セアリーターンズから Mt.Cook 

■出発日 (日本発 )：2020 年 2 月 4 日(火)～13 日(木)    

■現地参加料金：NZ$3,950～＄4,750（8 名～4 名） 

（2 日目クライストチャーチ空港迎え～10 日目クイーンズタウン空港送りまで） 

■日本からの旅行主催：未定（料金はお問い合わせください）  

■定員：８名 ■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―＊

✈クライストチャーチ 

―ピールフォレストージ

ェラルディン泊 ③―テ

カポーマウントクック 

フッカーバレー・ハイキン

△ロブロイ氷河  ▽ベン・ローモンド山     グーオマラマ泊 ④―ワナカー

ロイズピークハイキングーワナカ泊 

⑤ロブロイ氷河展望ハイキングークイ

ーンズタウン泊 ⑥ベン・ローモンド

山ハイキングーテ・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＆ミルフォード・サウンド・クルーズ－テ・アナウ泊 ➈

レイクハウロコ ハイキングークイーンズタウン泊 ⑩－クイーンズタ

ウン空港（＊NZ 国内線でオークランドへ。国際線に乗り継ぎ成田へ） 

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      

         &&&   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    111０００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   △コニカルヒルからダーラン山脈 ▽マッケンジー湖    

ンド大自然ウォークからマウントク

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 )：  

2020 年 1 月 26 日(日)～2 月 4 日 

■定員:８名(４名から催行) 

■日本からの旅行主催：㈱ノマド予定（料金はお問い合わせください） 

■現地参加料金：NZ$3,650～4,230 (６～４名) 

（２日目クイーンズタウン空港-１０日目クライストチャーチ空港） 

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

■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―

クイーンズタウン泊 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、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。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）ーマウントクック泊 ➈―フッカーバレー

ハイキングーテカポ（湖畔亭で名物サーモン丼の昼食）ークライストチャ

ーチ泊 ⑩クライストチャーチ＊✈オークランド✈成田 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

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   

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・アナウでの原生林散歩～クイーンズ

タウン～マウントクック（フッカーバレーハイキング）～クライストチャー

チまで専用車で平野ガイドがご案内します。 

■出発日 (日本発 )：2020 年２月 14 日(金)発～2 月 24 日(月)        

■日本からの旅行主催：㈱ノマド  ■旅行代金\668,000 

■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オークランド✈

クイーンズタウン―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、ツアーバスで―テ・アナウダ

ウンズへ。船でグレイド桟橋へ。グレイドハウスハウスまで 1.6km, 歩

行：約 20 分] ④[2 日目[：ポンポロ

ナロッジまで 16km, , 歩行：3－4 時

間 ⑤[3 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[4 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       △マウントクック夕景 

ッジ泊。夕食後、完歩証の授与。⑦午前、ミルフ

ォード・サウンドクルーズの後テ・アナウへ ⑧

朝、ケプラーの森散歩―クイーンズタウン（フリ

ータイム 3 時間）－マウントクック泊 ➈フッカ

ーバレー＆ケア・ポイントハイキング。マウント

クック泊 ⑩朝、レッドターンズ ハイキングー

クライストチャーチ泊 ⑪クライストチャーチ＊

✈オークランド✈成田 

                          △マッカイ滝 

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

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. 


