
１日ツアー

世界自然遺産　スプリングブルックの奇跡
催⾏会社 クレストツアーズ
含

時間 07:30~15:30
料⾦ ⼤⼈$150.00　⼦供$75.00(3~13歳) 
最少催⾏⼈数 2人
服装・持ち物 歩きやすい靴、上着
スケジュール

7:45 ホテル出発 11:30 プチエコ教室
8:20 ヒルズダム到着 12:00 昼食
9:20 スプリングブルック国⽴公園到着 13:10 タランバナピクニックエリア到着
9:30 パーリングブルックの滝⾒学 約3kmのウォーキング

モーニングティー 14:45 国⽴公園出発
10:20 ベストオブオール展望台 15:30 お土産店解散
11:05 キングスキャニオン展望台 またはホテル到着
※ウォーキングが含まれるため、お子様は6歳以上のご参加をおすすめします。
※トレッキングコースは変更となる場合があります。

１日ツアー

世界自然遺産とタンボリン・マウンテンめぐり
催⾏会社 JPTツアーズ
含

時間 08:45~16:30
料⾦ ⾷事付き　⼤⼈$135.00　⼦供$75.00(3~11歳) 

⾷事なし　⼤⼈$110.00　⼦供$70.00(3~11歳) 
最少催⾏⼈数 2人
服装・持ち物 歩きやすい靴、上着
スケジュール

8:45 ホテル出発 12:50 昼食
10:00 タンボリン・マウンテン ツリートップウォーク体験

ギャラリーウォーク散策 亜熱帯⾬林散策
12:00 アプパカファーム到着 16:30 ホテル到着
12:40 世界⾃然遺産ラミントン国⽴公園到着
※英語ツアーと混催となる場合があります。
※アルパカファームは⽕曜⽇は閉鎖されるため、⽕曜⽇催⾏のツアーは、カマラン展望台へご案内します。

１日ツアー

Rippa!　バイロンベイ
催⾏会社 クレストツアーズ
含

時間 07:45~15:30
料⾦ ⼤⼈$160.00　⼦供$80.00(3~11歳) 
最少催⾏⼈数 2人
服装・持ち物 歩きやすい靴、上着
スケジュール

7:30 ホテル出発 13:00 トロピカル・フルーツワールド到着
9:20 バイロンベイ岬到着 フルーツの試食、ピクニックランチ

⼤陸最東端のポストに絵葉書を投函 14:30 バーレーヘッズ到着
10:20 バイロンベイの町を散策 15:30 お土産店解散、またはホテル到着
11:50 ローンボウリングを体験
※ローンボウリング場の規定により、足底の平らな靴以外ではプレーできません。

1
■日本語エコガイド　■往復ホテル送迎　■昼食　■飲み物　■国⽴公園⼊場　
■プチエコ教室　■世界遺産訪問証明書

世界⾃然遺産のひとつ、ゴンドワナ多⾬林にあるスプリングブルック国⽴公園を訪れるツアーです。オーストラリア・エコツ
ーリズム協会から厳しい査定を受け認定されたエコガイドが、樹齢数千年の多⾬林、３つの展望台、約3kmのウォー
キングへご案内。自然の美しさ、素晴らしさを余すところなくお伝えします。
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2
■日本語ガイド　■往復ホテル送迎　■昼食(食事付きの場合)　■アルパカファーム入場　
■国⽴公園⼊場　■ツリートップウォーク体験　■世界遺産訪問証明書

世界⾃然遺産に登録されたラミントン国⽴公園を訪れ、森林浴。森の中の⾼さ約30mのところに張られた吊り橋か
らは、野鳥になった気分で空中散歩をお楽しみいただけます。

■日本語ガイド　■往復ホテル送迎　■昼食　■フルーツ試食　■トロピカルフルーツワールド入場　
■ローンボウリング体験　■オーストラリア⼤陸最東端訪問証明書　■切⼿付き絵葉書

オーストラリア⼤陸最東端の地、バイロンベイを訪れます。イギリス圏の国々で⾒られるローンボウリングを体験した後は
、トロピカル・フルーツワールドにて季節のフルーツを試食いただきます。



１日ツアー

世界遺産探求　グリーンマウンテン1日ツアー
催⾏会社 ボンザ・オーストラリア
含

時間 08:00~16:00
料⾦ ⼤⼈$180.00　⼦供$100.00(3~11歳) 
最少催⾏⼈数 2人
服装・持ち物 歩きやすい靴、上着
スケジュール

8:00 ホテル出発 11:45 昼食
10:00 アルパカファーム到着 12:45 4WDバスツアー

モーニングティー 14:00 国⽴公園出発
11:00 世界⾃然遺産ラミントン国⽴公園到着 16:00 おみやげ店解散、またはホテル到着

ツリートップウォーク、野鳥の餌付け
※4WDバスツアーは、他のお客様と混催となる場合があります。

１日ツアー

タンガルーマ・ドルフィン・アドベンチャー
催⾏会社 JPTツアーズ
含

時間 07:30~21:30
料⾦ ⼤⼈$275.00　⼦供$186.00(3~14歳) 
最少催⾏⼈数 2人
服装・持ち物 水着、タオル、日焼け止め
スケジュール

7:30 ホテル出発 13:20 デザートサファリツアー
ブリスベン市内でバスを乗り換え (4WDバス乗⾞と砂丘すべり)

10:00 ブリスベン港出港 18:00 野生のイルカへの餌付け
11:00 モートン島タンガルーマリゾート到着 19:00 モートン島出発
12:00 昼食 20:15 ブリスベン港到着

21:30 ホテル到着
※⼟曜⽇は催⾏されません。
※⽇本語ガイドは同⾏しません。
※夕食は含まれません。島内でご自由におとりください。
※夏期と冬期では、⽇没時間の関係により野⽣のイルカへの餌付けの時間が異なります。
※悪天候などの理由により、餌付けができない場合があります。

１日ツアー

グレートバリアリーフ1日アドベンチャー
催⾏会社 レディーエリオットアイランド・ゴールドコーストツアーズ
含

時間 06:00~17:00
料⾦ ⼤⼈$699.00　⼦供$350.00(3~12歳)
最少催⾏⼈数 2人
服装・持ち物 水着、サングラス、日焼け止め
スケジュール

6:00 ホテル出発 14:30 セスナ機にてグレート・バリア・リーフを出発
7:00 セスナ機にてレディーエリオット島へ出発 16:15 ゴールドコースト空港到着
8:45 レディーエリオット島到着 17:00 ホテル到着

グラスボート、シュノーケリング、昼食など
１日ツアー

４WD ビーチサファリツアー
催⾏会社 コースタルアイランドサファリズ
含

時間 07:00~17:30
料⾦ ⼤⼈$190.00　⼦供$140.00(4~14歳)
最少催⾏⼈数 2人
服装・持ち物
スケジュール

7:00 ホテル出発 12:00 昼食
9:00 フェリーにてノースストラッドブローク島へ出発 ビーチドライブ
9:40 ノースストラッドブローク島到着 15:30 フェリーにてノースストラッドブローク島を出発

4WDツアー開始 17:30 ホテル到着

■日本語ガイド　■往復ホテル送迎　■昼食　■スナック　■飲み物　■フェリー乗船　■4WD乗⾞
オーストラリアで2番めに⼤きな砂の島、ノースストラッドブローク島の砂浜を４WDで快⾛します。6~11⽉には、くじら
が⾒られることもあります。

水着、サングラス、日焼け止め

4
■日本語エコガイド　■往復ホテル送迎　■昼食　■飲み物　■国⽴公園⼊場　
■アルパカファーム入場　■4WDツアー　■野鳥の餌付け

経験豊かな認定エコガイドが、ラミントン国⽴公園内のグリーンマウンテンをご案内します。カラフルな野⿃への餌付け、
空中散歩ツリートップウォーク、牧場でのアルパカとのふれあい、4WDバスツアーなど、内容盛りだくさんのツアーです。

6
■日本語ガイド　■往復ホテル送迎　■昼食　■スナック　■飲み物　■セスナ機往復遊覧⾶⾏　■グ
ラスボトムボート乗船　■シュノーケリング用具レンタル

約1時間45分のセスナ機での遊覧⾶⾏を楽しみながら、世界⾃然遺産のグレートバリアリーフへ。珊瑚礁でできたレ
ディーエリオット島では、魚への餌付けやシュノーケリングなど、満喫ください。

7

■日本語案内書　■往復ホテル送迎　■昼食　■往復フェリー乗船　■4WDバス乗⾞
■砂丘すべり　■イルカの餌付け

エメラルドの海に囲まれた砂の島モートン島は、野⽣動物の宝庫です。デザートサファリツアーでは、⾼さ50m、⻑さ1
50mの砂丘を滑り降ります。⼣刻は島を訪れる野⽣のイルカへ餌付けをすることができ、⼤満⾜の1⽇になること間違
いなしです。
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半日ツアー

体験ダイブ半日ツアー
催⾏会社 サーファーズパラダイス・ダイバーズ
含

時間 約4~5時間
料⾦ 体験ダイブ　大人・子供$121.00(12歳以上) 

ファンダイブ1ダイブ　大人・子供$88.00(12歳以上) 
ファンダイブ2ダイブ　大人・子供$143.00(12歳以上) 
スノーケリング　大人・子供$77.00(5歳以上) 
体験ダイブ＆スノーケリング　大人・子供$176.00(12歳以上) 

最少催⾏⼈数 1名
服装・持ち物 水着、タオル
スケジュール

- ホテル出発 - 温水シャワー、着替え
- ダイビングショップで説明と練習 - ホテル到着
- ボートでポイントに移動後ダイビング

※潮の⼲満により、ホテル出発時間は⽇によって異なります。

1日ツアー

サーフィン・ボディーボード＆ビーチBBQツアー
催⾏会社 サンシャイン・ステート・サーフィンスクール
含

時間 09:00~17:00
料⾦ 大人・子供$138.00(8歳以上)
最少催⾏⼈数 2名
服装・持ち物 水着、タオル、日焼け止め
スケジュール

9:00 ホテル出発 13:00 休憩、移動
10:00 安全・注意事項説明 15:00 レッスン開始

レッスン開始 16:30 休憩
11:30 休憩 17:00 ホテル到着
11:45 ビーチBBQ

※天候、波の状況などの安全上の理由により、突然ツアーを中⽌することがあります。

半日ツアー

ゴルフツアー
催⾏会社 クィーンズランド・ゴルフサービス
含

時間 約6時間
料⾦ ロイヤル・パインズ　大人$200.00

グレイズ　大人$225.00
パーマー・ゴールドコースト　大人$190.00
ホープアイランド　大人$240.00
サンクチュアリーコーブ　大人$240.00
パーマーコロニアル　大人$185.00
エメラルド・レイクス　大人$180.00
レイクランズ　大人$215.00

最少催⾏⼈数 2人
服装・持ち物

スケジュール
- ホテル出発 - スタートへご案内
- ゴルフ場到着 - 終了予定時刻にお迎え
- レンタル用具などの手続き - ホテル到着

※レンタルクラブやレンタルシューズは含まれません。ご希望の方は、別途レンタルクラブ1セット$40.00、レンタルシューズ1足$15.00にて、お申し込みいただけます。
※⾬天でも、ゴルフ場が営業をしている限り、ツアーは催⾏されます。

１日

ドリームワールド＆ホワイトウォーターワールド
催⾏会社 ドリームワールド/ホワイトウォーターワールド
含

時間 ドリームワールド　10:00~17:00
ホワイトウォーターワールド　10:00~15:00

料⾦ ドリームワールド　⼤⼈$60.00　⼦供$39.00(3~13歳) 
ホワイトウォーターワールド　⼤⼈$54.99　⼦供$34.99(3~13歳) 
ドリームワールド&ホワイトウォーターワールド共通1⽇券　⼤⼈$89.99　⼦供$69.99(3~13歳) 

最少催⾏⼈数 なし
服装・持ち物 水着、タオル(ホワイトウォーターワールド)
※⽇本語ガイドは同⾏しません。
※各テーマパークへは、お客様ご自身でお越しください。
※ホワイトウォーターワールドは、夏期およびスクールホリデー期間中、営業時間を延⻑することがあります。

9
■日本語ガイド　■往復ホテル送迎　■昼食　■レッスン　■レンタルボード　■レンタルウェットスーツ　
■レベル認定書　■日焼け止め

ゴールドコーストのビーチライフを気軽に体験できるツアーです。レッスンを開始する前に、⽇本語で安全基礎知識の説
明を⾏いますので、経験がない⽅でも安⼼して参加いただけます。

8
■日本語ガイド　■往復ホテル送迎　■ボート乗船　■器材レンタル　■認定証(体験ダイブコースのみ)

⽇本語インストラクターが同⾏しますので、ダイビングが初めての⽅でも安⼼です。ライセンスをお持ちでない⽅から、ライ
センス保持者を対象としたファンダイブコースまで、ご希望に合わせてコースをお選びください。

10
■日本語ガイド　■往復ホテル送迎　■18ホールグリーンフィー　■電動カート

年間平均300⽇の晴天、ゴルフパラダイス、ゴールドコーストでゴルフをお楽しみください。

襟付きシャツに⻑ズボン、またはショートパンツにハイソックス、スパイクレスシューズ、帽⼦、サン
グラス、日焼け止め

11
■各テーマパーク入場

ドリームワールドは、絶叫マシンを楽しむことができる遊園地だけでなく、オーストラリアの動物を⾒たり、触れ合ったりす
ることができる動物園エリアもありますので、お⼦様から⼤⼈まで楽しむことができます。お隣のホワイトウォーターワール
ドと合わせて、1日お楽しみください。



半日

スカイポイント展望台
催⾏会社 スカイポイント
含

時間 ⽇~⽊曜　07:00~21:00　(最終⼊場受付20:30)
⾦・⼟曜　07:00~24:00　(最終⼊場受付23:30)

料⾦ ⼊場のみ　⼤⼈$22.00　⼦供$13.00(5~14歳) 
コーヒーパッケージ　⼤⼈$26.20　⼦供$17.20(5~14歳) 
コーヒー&ケーキパッケージ　⼤⼈$35.70　⼦供$26.70(5~14歳) 
フィッシュ&チップスパッケージ　⼤⼈$44.00　⼦供$35.00(5~14歳) 
ビール/ワインパッケージ　大人$30.50(20歳以上) 
カクテルパッケージ　大人$37.00(20歳以上) 

※⽇本語ガイドは同⾏しません。
※営業時間は予告なしに変わることがありますので、ご注意ください。
※⾦・⼟曜の20:00以降の⼊場は、18歳以上の⼤⼈のみ可能で、スマートイブニングドレスコードが適⽤されます。

ナイトツアー

土ボタルと野生動物探検エコサファリ
催⾏会社 ツアーゴールドコースト
含

時間 15:00~21:30
料⾦ ⼤⼈$170.00　⼦供$100.00(4~11歳)
最少催⾏⼈数 2名
服装・持ち物 歩きやすい靴、上着
スケジュール
15:00 ホテル出発 19:15 国⽴公園到着
16:00 野生動物探検&ブッシュウォーク 土ボタル鑑賞
17:30 夕食 20:45 星座鑑賞(晴天時)

21:30 ホテル到着
※⽕・⽊・⽇曜は催⾏されません。

ナイトツアー

世界自然遺産ナチュラルブリッジ　土ボタルツアー
催⾏会社 ツアーゴールドコースト
含

時間 ⾷事なし　19:00~22:30
⾷事付き　17:17~22:30

料⾦ ⾷事なし　⼤⼈$125.00　⼦供$75.00(4~11歳)
⾷事付き　⼤⼈$150.00　⼦供$90.00(4~11歳)

最少催⾏⼈数 2名
服装・持ち物 歩きやすい靴、上着
スケジュール
17:15 食事付きコースホテル出発 20:30 国⽴公園到着
18:30 夕食 土ボタル鑑賞
19:00 食事なしコースホテル出発 21:30 国⽴公園出発
19:45 両コース合流後、レストラン出発 22:30 ホテル到着

※往復ホテル送迎のバスは、他⾔語ツアーと混載となる場合があります。

13
■日本語ガイド　■往復ホテル送迎　■夕食　■野生動物探検　■土ボタル鑑賞　■国⽴公園⼊園
　■懐中電灯　■レインコート(雨天時)　■世界遺産訪問証明書　■星座鑑賞(晴天時)

ツアーは最⼤30名様限定の専⽤バスにて催⾏。現地でもあまり知られていない⾃然保護区で、野⽣のカンガルーや
コアラを探す「探検」でお腹が空いたら、ボリューム満点の1ポンドTボーンステーキまたは舌平目1匹まるごとグリルをお
楽しみいただきます。世界⾃然遺産の亜熱帯⾬林では、ヘッドホンシステムを利⽤してガイドがご案内。星座鑑賞で
は、タブレットを使⽤し、⽇本では⾒ることができない南半球の星空を、わかりやすくご説明します。

14
■日本語ガイド　■往復ホテル送迎　■夕食(食事付きの場合)　■土ボタル鑑賞　■国⽴公園⼊園　
■懐中電灯　■レインコート(雨天時)　■世界遺産訪問証明書　■星座鑑賞(晴天時)

世界⾃然遺産に指定されている亜熱帯⾬林にある、ナチュラルブリッジ洞窟を訪れます。⻘⽩い神秘的な光を放つ
⼟ボタルが⽣息する洞窟の中は、まるでプラネタリウムのようです。オージースタイルのディナーも、旅の思い出となること
間違いありません。

12
■展望台入場　■飲み物(パッケージのみ)

Q1リゾート&スパの77階、地上230メートルに位置する展望台からは、⽔平線、亜熱帯⾬林、サーファーズパラダイス
の街並みを⼀望できる360度パノラマビューが広がります。


