
●2015年4月1日～2016年3月31日の間に催行されるものに関して有効です。

●料金はすべて10％の現地消費税(GST)を含むオーストラリアドル(AUD)です。

●発着時間は目安です。出発ホテルにより異なりますのでご了承ください。

2015年4月～2016年3月 ●料金･内容は現地諸事情により予告なく変更となる場合があります。

発着時間

催行会社 最少催行人員 大人 子供

ボンザ・オーストラリア 12月25日を除く毎日催行。

JPTツアーズ 4月25日、12月25日を除く毎日催行。

クレスト・ツアーズ 12月25日を除く毎日催行。

17:00-22:30

大人2名

19:00-22:30

ツアー・ゴールドコースト 大人2名 毎日催行。

ツアー･ゴールドコースト

クレスト･ツアーズ

JPTツアーズ

ツアー･ゴールドコースト 7月～9月の、日・祝以外毎日催行。

コースタル・アイランド・サファリ 12月25日を除く毎日催行。

レディ・エリオット・アイランド･エコ･リゾート 12月25日を除く毎日催行。

100.00

(3-11歳)

●市内主要ホテル送迎●日本語エコガイド●

アルパカ牧場訪問とモーニングティー●オージー

スタイル昼食●4WDツアー●野鳥の餌付け●

国立公園入園料

75.00

(3-11歳)

●市内主要ホテル送迎●日本語エコガイド●

モーニングティー●昼食●野鳥の餌付け●国

立公園入園料

ランチ

つき

ランチ

なし

ディナー

つき

ゴールドコースト発オプショナルツアーのご案内 ①

土ボタルと野生動物探検エコサファリ 15:00-21:30

大人2名
170.00 100.00

(4-11歳)

●市内主要ホテル送迎●日本語ガイド●野

生動物探検●亜熱帯雨林散策と土ボタル鑑

賞●星空鑑賞(晴天時)●懐中電灯貸出し

●国立公園入園料●夕食

地元の人しか知らない野生動物の森でカンガルーやコアラを探し、世界遺産の

亜熱帯雨林では幻想的な土ボタルを探検。オーストラリアならではの貴重な自

然を存分に体験していただけるツアーです。最後には南十字星をはじめとした

星空を観測。ボリューム満点のディナー付きです。
12月25日、1月1日を除く毎週月･水･金･

土の週4日催行。

ツアー名 料金 (AUD)
料金に含まれるもの 備考内容

世界自然遺産ゴンドワナ多雨林群の一部である自然の宝庫、ラミントン国立

公園を訪れ、カラフルな野鳥の餌付け、ツリートップウォーク(吊橋)、亜熱帯雨

林散策、絶景スポットへの4WDツアー、アルパカ牧場などへ、豪州エコツーリズ

ム協会認定エコガイドがご案内いたします。

ラミントン国立公園の雄大な景観の多雨林で森林浴。そして木々

の間に張られた吊橋を空中散歩して、大自然を感じるエコツアーで

す。また、多くの地元アーティスト達が暮らし、ゴールドコーストの避暑

地としても人気を集めるマウントタンボリンの町を散策します。

世界自然遺産に指定されたスプリングブルック国立公園の亜熱帯

雨林を散策し、同地区ナチュラルブリッジの洞窟で天井一面に幻想

的な光を放つ土ボタルを見に行きます。晴天時にはガイドの案内で

南半球の星空鑑賞も行います。

世界自然遺産スプリングブリック国立公園の古代から続く大自然をエコガイドが

ご案内します。落差106mのパーリングブルック滝、ベルトオブオール展望台、

亜熱帯雨林散策と野鳥の餌付け、プチエコ教室とミニトレッキング等。

世界遺産(ラミントン国立公園)探求

                       グリーンマウンテン1日ツアー

世界遺産と土ボタルツアー

(スプリングブルック国立公園)

●市内主要ホテル送迎●日本語ガイド●亜

熱帯雨林散策●土ボタル鑑賞●星空鑑賞(

晴天時)●懐中電灯貸出し●国立公園入園

料●夕食(ディナーつきコースのみ)

07:45-15:30

大人2名
150.00

08:00-16:00

大人2名
180.00

タンガルーマ ドルフィン アドベンチャー

(①デザートサファリコース ②クジラウォッチングコース)

07:30-21:30

大人2名

(②は6月中旬～

10月中旬の

冬期限定)

289.00 229.00

(3-14歳)

●市内主要ホテル送迎●日本語案内

書●往復フェリー●①リゾート食事券と4

WD砂丘ツアー、または②クジラクルーズ(

軽食付)●野生イルカ餌付け

7月～9月の期間限定で、この時期にしか見ることがでいないザトウクジラを探

しに行きます。ゴールドコースト近海には毎年多くのクジラたちが集まりそのパフォ

ーマンスを見せてくれます。発見率はほぼ100％。

日本語ガイドはつきません。②は6月中旬～10月

中旬の冬期限定催行となります。天候等の事情に

よりクジラクルーズが出ない場合はデザートサファリコ

ースに振り替えとなります。土曜および所定の不催

行日以外催行。

万一クジラが見つからなかった場合で返金や

振り替えはありません。

07:45-15:30

大人2名

●市内主要ホテル送迎●日本語ガイド●灯

台見学●大陸最東端証明書●切手付絵葉

書●ローンボール体験●フルーツ試食●ピクニ

ックランチ

天候その他の事情でローンボーリングができな

い場合はお飲み物または記念品にて代えさ

せていただきます。12月25日･31日、1月1

日を除く毎日催行。

バイロンベイ1日観光

4WD ビーチサファリ ツアー 07:00-17:00

大人2名
190.00

140.00

(4-14歳)

●市内主要ホテル送迎●日本語ガイド

●フェリー移動●午前と午後のお茶●昼

食●ボディボードや釣り道具など

世界で2番目に大きな砂の島ノースストラッドブローク島のブッシュや砂丘や広

大なビーチを4WDで駆け巡るアドベンチャーツアーです。コアラやカンガルー、イ

ルカなどの野生動物、そしてシーズンにはクジラも見られるかも。

ゴールドコースト空港からグレートバリアリーフまで軽飛行機でひとっ飛び(片道

所要約1時間40分)。珊瑚礁でできた美しい島、レディエリオット島でシュノーケ

リングなどをして1日(約5時間)過ごしていただけるツアーです。

クジラ ウォッチング ツアー (7月～9月) 08:30-12:30

大人2名
135.00 85.00

(4-11歳)

●市内主要ホテル送迎●日本語ガイド

●クジラ案内ブック●クジラクルーズ●モー

ニングティー

世界遺産(ラミントン国立公園)と

                          タンボリンマウンテンめぐり
08:45-16:30

大人2名

●市内主要ホテル送迎●日本語ガイド●自

然散策●アルパカファーム訪問(火曜日は展望

台)●ツリートップウォーク●昼食(ランチ付きコー

スのみ)

世界自然遺産～スプリンブルックの奇跡～

(スプリングブルック国立公園)

135.00
75.00

(3-11歳)

110.00
70.00

(3-11歳)

150.00
90.00

(4-11歳)

グレードバリアリーフ 1日ツアー 06:00-17:30

大人2名
699.00 350.00

(3-12歳)

ディナー

なし
125.00

75.00

(4-11歳)

南に州境を越えてバイロンベイへ。オーストラリア最東端に位置する岬の灯台か

ら雄大な景色を眺め、記念に葉書を投函した後、独特の雰囲気漂う町を散

策、そして英国文化圏ならではのローンボーリングを体験していただきます。ラン

チはトロピカルフルーツワールドにて季節のフルーツの試食とともに。

160.00 80.00

(3-11歳)

ブリスベンからフェリーに乗って自然の宝庫モートン島を訪れ、手渡しによる野生

イルカの餌付けの他、①には4WDバスで行く砂丘すべりツアーが、②(期間限

定)にはクジラクルーズが含まれます。さらに①ではオプション(別料金)にてタンガ

ルーマ･アイランド･リゾートの豊富なアクティビティも楽しめます。

●市内主要ホテル送迎●日本語ガイド

●往復フライト●グラスボトムボート●シュ

ノーケル道具貸出し●昼食



●2015年4月1日～2016年3月31日の間に催行されるものに関して有効です。

●料金はすべて10％の現地消費税(GST)を含むオーストラリアドル(AUD)です。

●発着時間は目安です。出発ホテルにより異なりますのでご了承ください。

2015年4月～2016年3月 ●料金･内容は現地諸事情により予告なく変更となる場合があります。

発着時間

催行会社 最少催行人員 大人 子供

09:00-12:00 or

14:00-17:00

1名

毎日催行。

ホープ・アイランド 240.00

ザ・グレイズ 225.00

サンクチュアリー・コーブ（パームス） 240.00

ロイヤル・パインズ 200.00

パーマー・ゴールドコースト 190.00

パーマー・コロニアル 185.00

エメラルド・レイクス 180.00

アランデル・ヒルズ 205.00

レイクランズ 205.00

ゴールドコースト発オプショナルツアーのご案内 ②

予約時にご案内

(所要

5-6時間程度)

2名

設定なし

●日本語ドライバーによる市内主要ホテ

ル送迎とチェックインのお手伝い●18ホー

ルグリーンフィーと電動カート

なし

8歳から

参加可

●市内主要ホテル送迎●日本語コーチ

によるレッスン●ボード、ウェットスーツ、ラッ

シュベスト貸出し●レベル認定書●日焼

け止め●昼食(終日コースのみ)
サンシャインステート・サーフィンスクール

59.00

ツアー名
料金に含まれるもの

レンタルクラブ

STD $50.00 / DLX $75.00

レンタルシューズ

$20.00

●18ホール続けてプレイしていただきます。

●1組につき4人未満の場合他の方と一緒

にプレイしていただく場合があります。

●ゴルフ場がクローズになった場合のみ全額

返金となります。

●キャディーはおりません。

12月25日を除く毎日催行。ただし、大型コ

ンペ、イベント、コースメンテナンスによりご予

約をお受けできない場合がございます。

138.00

セーフ サーフィン プログラム

(サーフィン&ボディボード体験)

クイーンズランド

ゴルフサービス

ゴルフツアー

内容
料金 (AUD)

半日

終日

ゴールドコーストでサーフィン＆ボディーボードデビュー！未経験者か

ら中級者のために必要な海の知識と練習方法が学べる、豪州サー

フ協会認可サーフスクール独自の、レベルアップ･レッスンプログラムで

す。終日コースにはゴールドコーストの美しいビーチサイドでのセルフバ

ーベキューランチが含まれます。

年間を通じて温暖な気候で平均300日が晴天というゴルフパラダイス、ゴールド

コーストでゆったりとリゾートゴルフをお楽しみください。近郊のゴルフ場まで日本

語ドライバーガイドがご案内し、チェックインの手続きをお手伝い、そしてプレイ終

了後にまたお迎えに上がります。

09:00-17:00

2名

備考


