ディスカバー
オーストラリア
シーリンク ＆ キャプテン クック クルーズ

クルーズ ｜ ツアー ｜ トランスポート ｜ 宿泊施設 ｜パッケージ
2012 – 14

ウェルカム アボード
Darwin

ダーウィン

シーリンク トラベルグループは、最高の
旅行と体験を世界に向けて発信し続ける、
オーストラリアで最も躍動感あふれる旅行
会社です。
シーリンク トラベルグループは、オーストラリア全土で
600 名を超えるプロフェショナルなスタッフが、毎年
200 万人以上のお客様をお迎えする、オーストラリアで
トップクラスの旅行会社です。
ニューサウスウェールズ州、クイーンズランド州、サウ
スオーストラリア州と広域にわたり事業展開を行い、オー
ストラリアでの旅行をすばらしいものにするために、変
わることなく高品質なサービスを提供し続けるシーリン
ク トラベルグループの旅行商品は、人々から高い評価を
受け愛され続けています。このような、わが社の業績と
発展はオーストラリアのサクセスストーリーとなってい
ます。

私たちが皆様に提供できる、すばらしい体験の数々
をご紹介させてください。
キャプテン クック クルーズ シドニーハーバー

Perth
パース

食事、サイトシーイング、貸切パーティー

シーリンク サウスオーストラリア
カンガルー島へのフェリー、ツアー、ホリディパッケージ

カンガルー アイランド アドベンチャー ツアー
少人数によるカンガルー島でのアドベンチャーツアー

カンガルー アイランド オデッセイ
豪華な4WDでのカンガルー島 パーソナルツアー

ビボン ベイ ロッジ
カンガルー島での宿泊施設、ビストロ、ファンクション
センター

アデレード サイトシーイング
サウスオーストラリア州とアデレード周辺の情報満載の
ツアー

キャプテン クック クルーズ マレー リバー
壮大なマレー リバーでのリバー クルージング

シーリンク クイーンズランド
マグネティック島へのフェリーとホリデーパッケージ
皆様へすばらしいオーストラリアの象徴的な建物、文
化、景観、野生生物、そして、人々をお見せできるのを
楽しみにしています！
Yours sincerely

Jeff Ellison
Chief Executive and Managing Director
SeaLink Travel Group
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オーストラリア内陸部でのリバークルーズ
"この土地とそこに住む生き物達の息吹を感じました。古代
から流れる川でのクルーズでは、魂が浄化されるようでし
た。古き時代を垣間見れる、すばらしい体験でした。"
マレーリバー
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グレート バリア リーフ ＆ マグネティック島
"グレートバリアリーフがこれほど壮大で畏敬の念を起こさせ
る場所だとは知りませんでした。大陸棚の縁でのシュノーケ
リングはすばらしい体験でした。絶対に訪れるべきスポット
です。”
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キャプテン クック クルーズで、世界で最も美しい港
をお楽しみください。
皆さまに世界三大美港の１つといわれているシドニーハーバー
と、その魅力のすべてを知っていただくための、お手伝いを
させてください。40 年以上の間、キャプテン クック クルー
ズは、さまざまなスタイルのクルーズを提供し、シドニーハー
バーの壮大な景観と魅力を発見し、体感する最高のクルーズ
だと認められています。
私達のスタッフは、経験豊富な有資格者が揃っており、我社
の気風を育んでいます。整備の行き届いた各クルーズ専用の
船は、皆様に安全な定期運行をお約束します。
キャプテン クック クルーズには、皆様の様々なイベントにお
応えできる、朝食、ランチ、ハイティー、ディナーを提供する
クルーズ、観光クルーズ、フェリーサービス等を、毎日催行し
ています。
最高の料理を楽しみながら、一生の友人、そして褪せること
のない思い出を作ってください。
キャプテン クック クルーズは、オーストラリア資本の会社と
して 1970 年に創業され、シーリンク トラベルグループの
一員として、オーストラリアでの最高の旅行体験を世界に向け、
発信しています。
キャプテン クック クルーズは、美しい港に皆様を私どもの
大切なお客様としてお招きいたします。
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Sydney
シドニー

ディナー ＆ カクテル

１隻のクルーズ船から、様々なスタイル
MV Sydney 2000 がシドニーハーバーでのディナーを感
動的に演出します。MV Sydney 2000 は、100 万ドル
の夜景、ゆったりとしたカクテルデッキ、洗練されたイン
テリア装飾をお楽しみいただける、ワールドクラスのすば
らしいクルーズ船です。オープンエアーのスターデッキ、3
つのダイニングデッキ、5 つのプライベートルームにより、
さまざまなスタイルのディナーとエンターテインメントをご
提供します。毎晩 2 便が運航されています。

ゴールド ディナー
含まれるもの
サーキュラーキーでの優先乗船
スターデッキでの歓迎レセプション
MV Sydney 2000でのクルーズ
６コース セット メニュー
オーストラリアのビンテージワイン
スピリット各種、
ビール、
ソフトドリンク

キャプテンズ クラブ ディナー
含まれるもの
わが社を象徴するディナークルーズ
MV Sydney 2000でのクルーズ
３コース モダンオーストラリアン		
アラカルト ディナー
生演奏

ディナー & カクテル
クルーズ

スターライト ディナー

出航
サーキュラキー

出航
ダーリングハーバー

Wharf 6 CQ

Wharf 1 King St DH

下船

MV Sydney 2000でのクルーズ

カクテル

5.00pm

CQ 6.30pm

サンセットディナー

5.00pm

CQ 6.30pm

スターライトディナー

7.00pm

7.30pm

キャプテンズ
クラブディナー

7.00pm

7.30pm

ゴールドディナー

7.00pm

7.30pm

CQ 9.30pm
or 10.30pm*
DH 10.00pm
or 11.00pm*

CQ = サーキュラキー DH = ダーリングハーバー 料金と時刻表は印刷の時点で有効で
あり、予告なしで変更される場合があります。祝祭日や特別イベントの際には特別な時刻表
が適用されます。*土曜日および 11月-3 月の金曜日の帰港時間：CQ22:30、DH23:00

航路
ディナー/カクテル

含まれるもの
３コース モダンオーストラリアン		
アラカルト ディナー

サンセット ディナー
含まれるもの
MV Sydney 2000でのクルーズ
２コース モダンオーストラリアン		
アラカルト ディナー
スパークリングワイン、
ワイン、
ビール、
		
ソフトドリンク

カクテル クルーズ
タロンガ動物園

含まれるもの
MV Sydney 2000でのクルーズ
カクテル1杯

ルナパーク
デニソン砦

シャークアイランド

シドニーハーバーの景観

プライベートルーム
シリウス サルーン 2-40名まで
サーキュラキー

ダーリング ハーバー

エンデバー サルーン90名まで
スカイデッキ 220名まで
ショーデッキ 240名まで
クラブデッキ 280名まで
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ブレックファースト、ランチ ＆ ハイティー

活気に満ちたシドニーのアウトドア ライフスタイル
夜のシドニーハーバーの鮮やかなイルミネーションをお楽
しみいただいた後は、太陽の下、活気に満ちたシドニーの
アウトドア ライフスタイルを発見してください。
ウォーターフロントに建つ宮殿のようなセレブ達の豪邸、
港に浮かぶ島々、手付かずの自然が残る国立公園など、夜
とはまったく違うシドニーの顔をご覧いただけます。

含まれるもの
MV Sydney 2000でのクルーズ
朝食ビュッフェ
シドニーハーバーの景観

トップ デッキ ランチ

ブレックファースト ＆ ハイティー
クルーズ

週末のブレックファースト

出航
出航
サーキュラキー
ダーリングハーバー
Quay Wharf 6 CQ Wharf 1 King St DH

下船

週末の
ブレックファースト

9.30am 土*
9.30am 日

CQ 11.00am
DH 10.30am

２コース/３コース モダンオーストラリアン
アラカルト ランチ

ハイティー

2.30pm 水
2.30pm 土
2.30pm 日†

CQ 3.45pm
or 4.30pm†

シドニーハーバーの景観			
BGM

9.00am 土*
9.00am 日

MV Sydney 2000でのクルーズ

シーフード ビュッフェ ランチ

ランチ
クルーズ

含まれるもの

出航
サーキュラキー

出航
ダーリングハーバー

Wharf 6 CQ

Wharf 1 King St DH

シーフード
ビュッフェ

12.30pm

12.00pm

トップ デッキ
ランチ

12.30pm

下船

CQ 2.20pm
DH 1.45pm

12.00pm

CQ 2.20pm
& 3.45pm
CQ 2.30pm
& 4.30pm††
DH 1.45pm
& 3.30pm††

CQ = サーキュラーキー DH = ダーリングハーバー 料金と時刻表は印刷の時点で有効
であり、予告なしで変更される場合があります。祝祭日や特別イベントの際には特別な時刻表
が適用されます。
* ウィークエンド ブレックファースト 土曜日に催行 （11月ー3月）
†ハイティー 16:30に帰港 水曜日のみ（４月ー１０月）
†ハイティー 日曜日に催行 （１１月ー３月）
††トップ デッキ ランチ CQ帰港 14：30＆16：30 月曜日ー金曜日 （4月ー10月）
††トップ デッキ ランチ ＤＨ帰港 13：45のみ 月曜日ー金曜日 （4月ー10月）

含まれるもの
MV Sydney 2000でのクルーズ
シドニー ロック オイスターまたはムール
貝 車海老、魚料理、
シーフード以外の料理、
ベジタリアン料理、
デザート、
チーズ、紅茶
コーヒー などの、
ビュッフェ ランチ
シドニーハーバーの景観			
英語でのご案内

海上での ハイティー
含まれるもの
MV Sydney 2000でのクルーズ
豪華なスイーツと香り高いハイティーの
The
Spit
メニュー
スパークリングワイン1杯

航路
ランチ
ブレックファースト
ハイ ティー

Middle
Harbour

タロンガ動物園

ルナパーク
デニソン砦
シャークアイランド

サーキュラーキー
ダーリング ハーバー
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シドニーハーバー ディスカバリー

コーヒー クルーズ ＆ ハイライト クルーズ

コーヒー クルーズ

クルーズ

出航サーキュラキー
Wharf 6 CQ

所要時間

コーヒー

10.00am

２時間

コーヒー

2.15pm

1１月ー 3月

２時間

コーヒー

2.30pm

４月ー10月

２時間

ハイライト

2.30pm

１時間１５分

ビーチ、そそり立つ崖、
ウォーターフロントに
建つ宮殿のような豪邸など

カクテル

5.00pm

１時間30分

モーニングまたはアフターヌーンティー

含まれるもの

クルーズ

出航ダーリングハーバー
Pier 26 DH

帰港

ベンチャー クルーズ

月 水

5.00pm

1.30pm

2時間のクルーズ

英語でのご案内

クルーズ ＆ 帆走（11 月ー３月）

金

シドニーで一番人気のクルーズ

ハイライト クルーズ
含まれるもの
1時間15分のクルーズ

ホエール ウォッチング（５月ー１０月）

湾内のみどころと、英語でのご案内

出航場所

催行

出航

帰港

ベンチャークルーズ＆帆走

サーキュラキー

毎日

10.00am

1.00pm

土 日

2.00pm

4.30pm

毎日

9.30am
1.30pm
*CQで、乗り換え

ＢＧＭ

土 日

1.30pm

ピクニック ランチ

ダーリングハーバー

5.00pm
*CQで、乗り換え

CQ = サーキュラーキー DH = ダーリングハーバー 時刻表は印刷の時点で有効であり、
予告なしで変更される場合があります。祝祭日や特別イベントの際には特別な時刻表が適用
されます。

含まれるもの
3時間半のクルーズと帆走

喧騒から離れた静かなビーチでの海水浴
(天候により変更あり)

ホエールウォッチング
含まれるもの
冬季回遊中の ザトウクジラと、
		
ミナミセミクジラの見学
毎日2便まで (5月–10月)
シドニーハーバーから外海に出る オープン
ウォータークルーズ
クジラに遭遇できなければー2012年中にもう一度クジラの見学
またはクルーズを無償で提供
予約再確認ホットライン (02) 8062 3623 (当日の7:15amから
9:00amまで)

1

航路
コーヒー
ハイライト
ホップオンホップオフ

マンリー

7

The
Spit

Middle
Harbour

ワトソンズベイ

タロンガ動物園

3

2
ルナパーク
デニソン砦

4

5

6
シャークアイランド

8
サーキュラキー

1

ダーリングハーバー
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ホップオン ホップオフ

１ダーリングハーバー
水族館、
ワイルドライフワールド、
海洋博物館、
Imax、
カジノ、
ショッピング街、
レストラン街、
シドニータワー、
パワーハウス
博物館、
蝋人形館、
チャイナタウンがあります。

２サーキュラキー
ホップオン ホップオフは、シドニーハーバーを、
知っていただくために欠かせないツアーです。

歴史の残るロックス地区、週末のフリーマーケット、
オペラハウス、王立植物園、ハーバーブリッジの
パイロン (塔門) やレストランなどはこちらから。

シドニーハーバーの魅力と、そこを私たちの心地よく、
安全な船で巡るという最高のシドニーの楽しみ方を体感
してください。

３デニソン砦

24時間乗り降り自由なチケット

４タロンガ動物園

各停泊所に45分おきに停泊

コアラ、
カモノハシ、
カンガルーなどオーストラリアの
動物たちや、世界の動物を見ることができます。入園料
が必要です。
（毎日９
：
００ａｍ－５
：
００ｐｍ）

アトラクションパスとの組み合わせが可能
港を1週すると1時間半のクルーズ
人気スポットをめぐる8つの停泊所

５シャークアイランド

マンリーへも足を伸ばせます
（オプション）

小さなビーチもあり、
ピクニックに最適な場所です。
入園料が必要です。

英語ガイドによるご案内
最新型の船

６ワトソンズベイ

マンリー
7

The
Spit

有名なシーフードレストラン「ドイルズ」、海辺のパブな
どがあり、美しい湾に面するビーチや、HMASワトソン
海軍基地まで散策できます。

Middle
Harbour

７マンリー

タロンガ動物園 ワトソンズベイ
3

デニソン砦

4

5
8
1

マンリービーチ、
レストラン、
ショッピング街まで散策で
きます。

2

ルナパーク

シドニー湾の真中に浮かぶ歴史ある島。
レストランも
あります。入園料が必要です。

6

８ルナパーク (Jeffrey St Wharf)

シャークアイランド

ルナパークやノースシドニー・オリンピック・プールまで
500m、
シドニーハーバーブリッジの遊歩道まで700m
です。

サーキュラキー

ダーリングハーバー

ホップオン ホップオフ時刻表
到着/出航

AM

AM

PM

PM

PM

ダーリングハーバー

ー

Pier 26

AM

9.30

10.15 11.00 11.45 12.30 1.15

2.00

2.45

3.30＃ 4.15

4.45＊ 5.00＃ 5.45

サーキュラキー

No.6 Jetty

3.00

3.45＃ 4.30

5.00＊ 5.15＃ 6.00

ー

AM

AM

AM

PM

PM

9.45

10.30 11.15 12.00 12.45 1.30

2.15

デニソン砦

9.55

10.40 11.25 12.10 12.55 1.40

2.25

タロンガ動物園

10.00 10.45 11.30 12.15 1.00

シャークアイランド

10.10

ワトソンズベイ

10.20 11.05 11.50 12.35 1.20

11.40

1.10

タロンガ動物園

PM

2.30

3.15

4.40

1.55

2.40

3.25

4.05＃ 4.55

2.05

3.00

3.45

4.25＃ 5.15

デニソン砦

10.30 11.15 12.00 12.45 1.35

2.10

3.05

3.50

サーキュラキー － Harbour Master Steps

10.40 11.25 12.10 12.55 1.40

2.25

3.10

3.55

4.40＃ 5.25

ルナパーク － Jeffrey St Wharf

10.45 11.30

2.30

3.15＃ 4.00

4.45＃ 5.30

ダーリングハーバー － Pier 26

11.00 11.45 12.30 1.15

2.00

2.45

3.30＃ 4.15

5.00＃ 5.45

サーキュラキー － No.6 Jetty

8.31＊ 8.54＊ 11.15 12.00 12.45 1.30

2.15

3.00

3.45＃ 4.30

5.15＃ 6.00

ダーリングハーバー － Pier 26

8.46＊ 9.05＊

1.00

PM

PM

PM

＊=月–金のみ ＊=土日のみ催行。時刻表は印刷の時点で有効であり、予告なしで変更される場合があります。祝祭日や特別イベントの際には特別な時刻表が適用されます。ホップオンホップオ
フのチケット購入時に、
シドニー-マンリー間の往復高速フェリーチケットが、数ドルの追加料金でご購入いただけます。サーキュラーキーから毎日最大で19便が運航されています (月–金：6:40–
19:30、土：10:20–19:20、日：10:20–18:20)。この高速フェリーはマンリーまで20分で到着し、
ビーチやショッピング街まで気軽に散策することができます。詳しい時刻表は、チェックインの際
にチケットオフィスでご確認ください。
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プライベート チャーター

私たちは誰よりもシドニーを知り尽くしています
景色が刻々と変わる、究極のウォーターフロントのイベント会場。
私たちは、シドニーハーバーでのプライベート イベントの老舗
です。シドニーハーバーで最も多くのチャーター船を保有してい
るため、キャプテン クック クルーズなら、どのような規模や
スタイルにも対応できる完璧なイベント会場をご用意します。

プレミア

フリート

12隻の豪華なクルーズと帆船
2名から2000名対応可のプライベートイベント&ディナー
サーキュラーキーとダーリングハーバーから毎日20便を超えるク
ルーズを催行

エンターテインメント
キャプテン クック クルーズの船上で、壮大なシドニーハーバーを
背景に、
オーストラリアのトレンディな料理、そしてルンバからオペラ
に至るまで、
お好みに合わせた、
すばらしいエンターテインメントを
お楽しみください。

MV Sydney 2000
シドニーで最高級のクルーズ船。700名のディナーに対応していま
す。また、
プライベートなダイニングルーム (10–240名) もご用意
しています。

貸切でのシドニーハーバーの横断
シドニーを海路で移動するなら、2–2500名のお客様に対応できる
船を貸切ってはいかがでしょうか？ シドニーで最も人気のスポット
やアトラクションにご案内します。
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Kangaroo Island

カンガルー島

シーリンク カンガルーアイランドでは、サウスオースト
ラリア本土 ( ケープ ジャービス ) とカンガルー島の間
で、2 台の豪華な貨客フェリーを運航しています。車を
運転されないお客様のために、高速バスや空港からの
シャトルバスのサービスもご用意しています。
フェリーと宿泊施設を含むセルフドライブパッケージは、
シーリンク カンガルーアイランド自慢のパッケージです。
車を運転されないお客様のために、本土または、カンガルー
島のどちらでも、ハイヤーカーを手配いたします。
ホテル、モーテル、貸し別荘、民宿など、120 を超える宿泊
施設をご用意しています。
また、シーリンク カンガルーアイランドでは、カンガルー島
の主なみどころをすべて巡る日帰り、または 2 日間のバスツ
アーも催行しています。
そのほか、日本語を話せるガイド付きのツアーのリク
エストにもお応えしています。
（追加料金が必要）
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シーリンク カンガルーアイランドを選ぶ5つの理由
１ シ
 ーリンク カンガルーアイランドは、フェリー、セルフ
ドライブ、ハイヤーカー、宿泊施設、アクティビティや
ツアーオプションなど、カンガルー島のすべてをカバー
し、手配いたします。
２ 毎
 日定期的にクリスマスを除き、サウスオーストラリア
本土と、カンガルー島を結ぶフェリーサービスを運行し
ています。
３ 様々なサービスをパッケージにできるため、お客様に
カンガルー島での、完璧な休日をご提供いただけます。
４ 島についての詳しい知識があります。
５ 個人旅行と団体旅行のスペシャリストですので、各国語に
対応できるドライバーやガイドをご用意できます。

コーチ ツアー

日帰りカンガルー島 ハイライトツアー

2日間カンガルー島 横断ツアー

ツアーコード：HTCC (Cruise/Cruise)

ツアーコード:CCCC (Cruise/Cruise)

所要時間： 終日

所要時間： 1泊2日

催行： 毎日 (クリスマスを除く)

催行： 毎日
（クリスマスを除く）

時間： 6:45am アデレード出発				
10：40pm アデレード帰着

時間： ６
：
４５ａｍ アデレード出発				
１０
：
４０ｐｍ アデレード帰着 （２日目）

食事： ２コースランチ

食事： 両日とも ２コースランチ

カンガルー島を観光するのに、1 日しか時間がないお客
様にとても人気の高いデイツアーです。カンガルー島 ハ
イライトツアーには、見事な海岸の景観やオーストラリ
アの野生動物など、カンガルー島の主なみどころが含ま
れています。

宿泊施設：選択可

ハイライト

ハイライト

経験豊かなガイドのご案内によるシールベイでのビーチ
ウォーク － 貴重な野生のアシカの群れをご覧いただ
けます。
ハンソンベイ野生動物保護区 － ユーカリの木陰で
リラックスするコアラをご覧いただけます。
フリンダースチェイス国立公園 － カンガルー島の象
徴であるリマーカブルロックス、アドミラルズアーチ、
ビジターセンターなどを訪れます。
註：クルーズ/フライト、フライト/クルーズ、フライト/フライ
トに変更可能です。宿泊施設を追加することもできます。（追加
料金がかかります）

(朝食オプションも可)

この 2 日間のツアーは和やかなものですが、カンガルー
島の魅力的な野生動物、壮大な海岸、見事な景観、地元
特産の農作物の見学などが、すべて盛り込まれています。

クリフォーズ養蜂場 － カンガルー島は、リグリア蜂の
純種が生息する世界で唯一の場所として知られています。
経験豊かなガイドの案内によるシールベイでのビーチ
ウォーク － 貴重な野生のアシカの群れをご覧いただ
けます。
猛禽類が壮大に自由に羽ばたくフリーフライトショーを
ご覧いただけます。
カンガルー島の象徴リマーカブルロックス、アドミラルズ
アーチ、ビジターセンターのほか、エミューリッジユーカリ
蒸留所、パーンダナ野生動物公園、フリンダースチェイス
国立公園などを訪れます。
註：クルーズ/フライト、フライト/クルーズに変更可能です。
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カンガルー島 セルフ ドライブ パッケージ

カンガルー島はセルフドライブツアーに最適な場所です。シーリンクは、様々なセルフドライブのオプション
をご用意しています。島は、東京都の２倍の広さがあり、数多くのみどころや、アドベンチャー、アトラクショ
ンがございます。シーリンク カンガルーアイランドでは、少なくとも 3 日は滞在されることをおすすめしてい
ます。

セルフドライブ クルーズ/クルーズ
（お客様のお車）

セルフドライブ クルーズ/クルーズ
（レンタカー アデレードで車受取り）

ツアーコード：SOCC

ツアーコード：SHCCA

出発

出発
アデレード空港またはアデレード市街

ケープ ジャービス フェリーターミナル
（アデレードの南
110km ー アデレードから車で約2時間）
含まれるもの
シーリンク フェリーの往復運賃（お客様、車長５Ｍまで
のお客様の車）および、ペンネスヘーウ、キングス		
コート、アメリカンリバー、西カンガルー島からお選び
いただける宿泊施設の料金

セルフドライブ クルーズ/クルーズ
（レンタカー カンガルー島で車受取り）
ツアーコード：SHCC

含まれるもの
シーリンク フェリーの往復運賃（お客様、車長５Ｍまで
のレンタカー）および、ペンネスヘーウ、キングス		
コート、アメリカンリバー、西カンガルー島からお選び
いただける宿泊施設の料金

セルフドライブ クルーズ/フライト
（レンタカー カンガルー島で車受取り)
ツアーコード：SHCF

出発

出発

アデレードまたはグレネルグの指定ホテル

アデレードまたはグレネルグの指定ホテル

含まれるもの

含まれるもの

アデレード、ケープ ジャービス間の高速バスの往復運
賃、シーリンク フェリーの往復運賃（お客様のみ）、カン
ガルー島でのレンタカー料金、および、ペンネスヘーウ、
キングスコート、アメリカンリバー、西カンガルー島から
お選びいただける宿泊施設の料金

アデレードから、ケープ ジャービスへの高速バスの往路運
賃、シーリンク フェリーの往路運賃（お客様のみ）、カンガ
ルー島でのレンタカー料金、ペンネスヘーウ、キングスコー
ト、アメリカンリバー、西カンガルー島からお選びいただけ
る宿泊施設の料金、キングスコートからアデレードへの復
路のフライト料金、およびアデレードまたはグレネルグの
ホテルへのトランスファー料金
註：フライト/フライトに変更可能です。
（ツアーコード：ＳHFF）
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カンガルーアイランド アドベンチャー ツアーで
は、少人数によるツアー、シーリンクが所有する
ビボン ベイ ロッジでの宿泊など、手軽にアドベン
チャーを楽しんでいただけます。
ビボン ベイ ロッジは、1 ｋｍにわたるビーチや、
15 ｋｍにおよぶ散策コースを備えた、206 ヘク
タールの手付かずの大自然が残る、オーストラリア
のブッシュ地帯に立地しています。
2日間カンガルー島 アドベンチャーツアー

カンガルーアイランド アドベンチャーツアーを選ぶ
5つの理由
１ 有資格者で知識豊かなガイドが同行する中規模サイズの
ツアー
２ オーストラリアの野生動植物を見学
３ 楽しいツアーとアドベンチャー
４ 普通の観光ツアーではできないアトラクションを体験
５ す
 べてのアクティビティ、食事が含まれている ビボン
ベイ ロッジでの宿泊

ツアーコード：KI2CC (Cruise/Cruise)
所要時間： 1泊2日
催行： 12月から3月まで – 毎日
4月と11月 – 月、水、木、土
5月から10月まで – 月、木、土
時間： ６
：
４５ａｍ アデレード出発				
10:40pm アデレード帰着 （2日目）
食事：朝食1回、
ランチ2回、
ディナー1回
このツアーには普通の観光地やアトラクションでは物足り
ない、冒険心いっぱいのお客様のためのアドベンチャーが
すべて揃っています。少人数の楽しく気軽なお手ごろ価格
のツアーですが、カンガルー島のみどころ満載の 2 日間で
す。
ハイライト
ロブの羊の毛刈りショー、エミューリッジユーカリ蒸留
所、シールベイ、リマーカブルロックス、アドミラルズ
アーチ、ハンソンベイ野生動植物保護区などを訪問
２０６ヘクタールにわたるブッシュ地帯にある ビボン
ベイ ロッジでの宿泊施設（相部屋と個室のオプション
あり）
夕刻ガイド付きでペンギン ツアーへ
オーストラリア式バーベキューディナー
カヤック、サイクリング、海水浴など、ビボン ベイ
ロッジでの楽しいアクティビティ
カンガルーやワラビーなど、オーストラリアの野生動物
を見学
アシカの群れとの時間を過ごす、シールベイ保護公園で
のガイド付きビーチウォーク
註：クルーズ/フライトに変更可能です（ツアーコード：KI2CF）
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カンガルー島
カンガルーアイランド オデッセイでは、日本語ガイド
がご案内するファーストクラスのエコツーリングをご
提供します。

豪華な 4WD にて、お客様に合わせた快適でスタイリッシュ
な旅を体験し、野生のままに自由に歩き回るオーストラリア
の動物たちを探索してください。
普通の観光ツアーでは行けないプライベートエリアにも足を
踏み入れます。ガイドは、博物学者、生物学者、野生動植物
愛好家などが揃っており、1 つのツアーでは、1 つの言語で
のご案内にしておりますので、皆様のペースで、ツアーを楽
しんでいただけます。
おしゃれな沿岸沿いの豪華別荘でも、のんびりした雰囲気の
海辺のホテルでも、どんな予算にも応じられる、様々な宿泊
施設のオプションをご用意しています。

カンガルーアイランド オデッセイを選ぶ5つの理由
１ 4WDでの自然と野生動物のパーソナルツアー
2 オーストラリアの野生動植物を見学
3 カンガルー島やサウスオーストラリアでのお客様に合わせた
ツアー
4 プライベートチャーターを利用可能
5 日本語ガイドを手配可能
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4WD パーソナル ツアー

1日カンガルー島 ワイルドライフ探索

1日フリンダースチェイスの自然とワイルドライフ

ツアーコード：W1CC (Cruise/Cruise)

ツアーコード：W2

所要時間： 終日

所要時間： 終日

催行： 毎日 (クリスマスを除く)

催行： 毎日 (クリスマスを除く)

時間： ６
：
４５ａｍ－１０
：
４０ｐｍ

食事： グルメランチとアフタヌーンティー

食事： グルメランチとアフタヌーンティー

このデイツアーでは、国定自然保護区である、フリン
ダースチェイス国立公園に向かいます。アドミラルズ
アーチではいたずら好きなニュージーランド オットセイ
を見学し、リマーカブルロックスの名前の由来を実感し
てください。ピクニックしながらグルメランチを楽しん
だ後は、ケリーヒル保護公園に移動して、コアラやカン
ガルーなどの野生動物を見学します。

このツアーでは1日をフルに使って、絶滅が危惧される
オーストラリア アシカを見学し、世界遺産に登録された
ブッシュ地帯の敷地でグルメランチを楽しんだ後は、
カンガルー、ダマヤブ ワラビー、コアラやハリモグラを
見つけながら、美しい北岸のビーチを巡ります。
ハイライト

註

ガイドと一緒にオーストラ カンガルー島から出発もで
リアで最も近くで見れる 		
きます。
オーストラリア アシカの群
クルーズ/フライト、フライ
れを見学
ト/クルーズ、フライト/フ
ビーチや雄大な自然の		
ライトに変更可能です。
ブッシュ地帯を散策
ご要望に応じて、各国語に対
自然の生息地に住むコアラ、 応するツアーガイドを利用で
ワラビー、
ハリモグラや鳥の きます。
生態を見学
カンガルー島で1泊するこ
豪華なグルメランチと地元 ともできます。（追加料金
のワインを満喫
が必要）

ハイライト

註

息を呑むようなリマーカブル
ロックスを見学

ご要望に応じて、各国語に対
応するツアーガイドを利用で
きます。

アドミラルアーチでは
ニュージーランド オットセイ
を間近で見学
コアラ、カンガルー、ダマ
ヤブ ワラビーなどの野生動
物を見学
オーストラリア スタイルの
グルメ ピクニック ランチを
地元のワインと共に満喫

カンガルー島で1泊すること
もできます。
（追加料金が必
要）
フライト/クルーズ、フライ
ト/フライトに変更可能で
す。

２日間カンガルー島 ハイライト

3日間カンガルー島アイランドの自然の驚異

ツアーコード：KI23CC (Cruise/Cruise)

ツアーコード：KI33CC (Cruise/Cruise)

所要時間： 1泊2日

所要時間： 2泊3日

催行： 毎日 (クリスマスを除く)

催行： 毎日 (クリスマスを除く)

食事： ２日間ともグルメランチとアフタヌーンティー

食事： 3日間ともグルメランチとアフタヌーンティー

W1とW2のデイツアーを組み合わせた、カンガルー島で
最高の体験をお楽しみください。自然の生息地に住む、
カンガルー、コアラや鳥の生態を見学し、野生のオース
トラリア アシカのそばを散策した後は、リマーカブル
ロックスやアドミラルズアーチなどの岩層を訪れます。

カンガルー島の究極のアドベンチャーです。オーストラ
リアで3番目に大きな島の野生動物と景観を存分にお楽し
みいただけます。2日間のツアー (KI23) のハイライトを
すべて体験できるほか、残りの1日では、そびえ立つ灯
台、見渡す限りの湾とパノラマビューなど、島の東岸を
ご探索いただけます。

ハイライト

註

シールベイ保護公園

クルーズ/フライト、
フライト/
クルーズ、
フライト/フライト
に変更可能です。

フリンダースチェイス国立
公園
アドミラルズアーチでの野生
ニュージーランド オットセイ
リマーカブルロックス
野生動物を野生のままに
見学

ハイライト

註

シールベイでのガイド付き
ビーチウォーク

クルーズ/フライト、
フライト/
クルーズ、
フライト/フライト
に変更可能です。

ご要望に応じて、各国語に対
応するツアーガイドを利用で
きます。

フリンダースチェイス国立
公園

カンガルー島で延泊するこ
ともできます。
（追加料金が
必要）

アドミラルズアーチとリマー
カブルロック

宿泊施設の選択可

ケープウィロビーの灯台

宿泊施設の選択可

コアラやカンガルーを見学
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アデレード、サウスオーストラリア
アデレード サイトシーイングでは、アデレード周辺と、
サウスオーストラリアの半日、1 日、そして宿泊込み
のバスツアーをご用意しています。

１ 豪華なエアコン付きバスを利用

すべてのツアーは豪華なエアコン付きのバスで催行されます。

３ アデレードとサウスオーストラリアを広範囲にカバー

高度なトレーニングを受けたドライバーガイドが、すべての
ツアーで専門的な知識に基づいた、楽しい解説をご提供いた
します。

４ ホテル送迎サービス込み (アデレードとグレネルグ)

バロッサ、アデレード ヒルズ、ハーンドルフ、マクラーレン
ヴェイル、ビクターハーバー、クーロン国立公園、マレー
リバー、フリンダース レンジ、アウトバックなど、サウスオー
ストラリアの有名な地域を訪れます。
アデレード サイトシーイングは、貸切も可能な豪華バスと、
4WD を保有しています。アデレードと、カンガルーアイラ
ンドに拠点があり、サウスオーストラリア内の観光ツアーの
ほか、空港、フェリー ターミナル、ホテルへのトランスファー
にも対応しています。
そのほか、日本語を話せるガイド付きのツアーの
リクエストにもお応えしています。
（追加料金が必要）
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アデレード サイトシーイングを選ぶ5つの理由
２ 地元の経験豊かなドライバー/ガイド

５ ゆったりとしたツアーのスケジュール

コーチ ツアー

バロッサとハーンドルフでのワイン三昧

クリーランド ワイルドライフパーク

ツアーコード：AS10

ツアーコード：AS11

所要時間：終日

所要時間：半日

催行：毎日
（クリスマスを除く）

催行：毎日
（クリスマスを除く）

時間：
９
：
１５ａｍ－５
：
１５ｐｍ

時間：
１
：
１５ｐｍ－５
：
１５ｐｍ

この1日をフルに使ったツアーは、
オーストラリアで最も有名なワイン産
地、バロッサを探索し、美しいアデレー
ドヒルズのワイン産地、オーストラリア最
古のドイツ人入植地、ハーンドルフを網羅
しています。

美しいアデレード ヒルズに位置する、
クリーランド ワイルドライフパーク
で、カンガルー、ワラビー、エミュー、
水鳥など、オーストラリアの野生動物を
観察します。
ハイライト

ハイライト

クリーランド ワイルドライフパークを
巡るガイドなしのツアー

ジェイコブズ クリーク ビジターセンター
でのモーニングティー、
ツアー、
テイスティング

エミュー、カンガルー、コアラを間近
で観察

サルトラム ワインエステートでの
ワイン テイスティング

コアラを抱いて写真撮影 (別途料金が
必要)

アンガストンのSAカンパニーストアで
のコースランチ（２品）とワイン
テイスティング

サウスオーストラリアの海から
アウトバックまでを体感できる
オーシャン トゥー アウトバック
インタープレティブ センターを訪問

自由時間には歴史あるハーンドルフの
メイン通りを散策するか、ブティック
ワイナリーでワインをテイスティング
（小規模にワインを手作りしているワイ
ナリー）

半日アデレードハイライト

アデレードヒルズ & ハーンドルフ

終日のアデレード & ハーンドルフ

ツアーコード：AS14

ツアーコード：AS13

ツアーコード：AS12

所要時間：半日

所要時間：半日

所要時間：終日

催行：毎日（クリスマスを除く）

催行：毎日（クリスマスを除く）

催行：毎日（クリスマスを除く）

時間：9:15am－12:15pm

時間：1:15pm－5:15pm

時間：9:15am－5:15pm

このツアーでは、半日で美しい市街地か
らビーチまでを巡ります。アデレードを
知っていただくのに最適のツアーです。

この半日のツアーで、アデレードヒルズ
と歴史あるドイツ人の入植地、ハーン
ドルフの魅力を発見してください。

ハイライト

ハイライト

ノーステラス文化地区 －
サウスオーストラリア博物館、
アートギャラリー、州立図書館

マウントロフティの頂上からの
アデレードを一望できる壮大な眺め

このデイツアーで、アデレード市街の
みどころや、ビーチや美しいアデレード
ヒルズなど、もっと多くの場所を巡って
ください。このツアーは、アデレード市
ハイライト(AS14) とアデレードヒルズ
& ハーンドルフ (AS13) を組み合わせ
たものです。

アデレードオーバル 世界で最も美しい
クリケットグラウンドの1つ
ライト展望台からの街の眺望
ヘイグス チョコレート工場のツアーと
テイスティング
グレネルグのビーチサイドタウン

ハーンドルフの象徴ハーンドルフ
イン ホテルでのアフタヌーンティー
歴史あるハーンドルフのメイン通りでの
自由時間
アデレードヒルズビレッジ ブリッジ
ウォーター、クレイファーズ、
スターリングおよびオルドゲート
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マレーリバー

外輪船のマレープリンセスに乗りながら、ドラマティッ
クなサウスオーストラリアのアウトバック、土地固有
の植物や、動物、豊かな古きよき時代の川港の思い出
と先住民の文化を探索します。

ＰＳ マレープリンセス
PS マレープリンセスはマレーリバーのために造られた本
物の外輪船です。乗客数は 120 名まで、その小さな船の
特性は、オーストラリアのアウトバックのすばらしい景色
をクルージングするのに最適です。

設備
スパｘ２

ビデオ、DVD

サウナｘ２
バー

エレベーター －
ランデルデッキ、
カデルデッキ、
スターデッキのみ

ラウンジｘ２

お客様用ランドリー

ダイニング サロン

セルフサービスの紅茶と
コーヒーの設備 (24時間)

サンデッキ

ギフトショップ

客船情報
船籍:
マナム オーストラリア
トン数: 1,500 トン
全長: 67 メートル
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全幅: 15 メートル
喫水: 1.2 メートル
巡航速度: 6 ノット

PS マレー プリンセス

クルーズに含まれるものふくまれるもの

3泊ディスカバリー クルーズ

全食事つき － ブッフェ ＆ アラカルト料理

7泊のクルーズに変更可能です

魅力的なサイドツアー
ガイド付きエコツアー
船上でのエンターテインメント
スパ ＆ サウナ利用
キャプテンズ ディナー ＆ カクテル パーティー
生演奏
セルフサービスの紅茶と コーヒーの設備 (24時間)
アデレードからの高速バスでの送迎もしくは、 マナムで
の駐車場利用
送迎バスはメルキュール グロブナー ホテル アデレード 		
(125 North Terrace)
出発 金曜日/月曜日 2.00pm 帰着 金曜日/月曜日12:00pm
マナムでの無料駐車場も利用可能				
(状況により、利用できない時もあり)

出航 金曜日 4.30pm
乗船開始 2.30pm マナム
（Maryanne Reserve)
帰着 月曜日 9.00am

4泊アウトバック ヘリテージ クルーズ
このクルーズは、歴史のある川港の街マナムから		
ブランシェ タウンまでマレーリバーの北側をご案内します。

Deck Plans – PS Murray Princess
サンデッキ

ウォーカース フラットからマレー ブリッジまでの美し
く歴史のあるマレーリバーをご案内するダイジェスト
クルーズです。外輪船マレープリンセスに乗り込み、壮
大な河川地帯をクルーズし、バラエティ豊かな動物や、
植物を観察してください。ネイチャー ウォークをした
り、小さな船で、バックウォーター ワイルドライフ
ツアーに出かけたり、マレー ブリッジを訪れ、有名なこ
の地方の食べ物や、ワインをお試しください。

ストゥートデッキ

出航 月曜日 4.30pm
乗船開始 2.30pm マナム
（Maryanne Reserve)
帰着 金曜日 9.00am

宿泊施設

カデルデッキ

PS マレープリンセスには、60室の客室と特別室が備え
られています。どちらも専用のバスルーム、電気毛布、
石鹸、シャンプー、タオル(毎日交換) が付いています。

ステートルーム

ランデルデッキ

ランデルデッキとカデルデッキ
に6室あり、外のデッキに面し
ています。ミニ冷蔵庫、紅茶と
コーヒーメーカーが付いていま
す。うち4室にはダブルベッドと
シングルベッドが1台ずつ (ツイ
ン/ダブル/トリプル)、他2室は
ダブルベッドが1台のみです。

チャフィデッキ

アウトサイド キャビン
ステートルーム

アウトサイドキャビン

インサイドキャビン

ランデルデッキとカデルデッキに
45室あります。外のデッキに面
していて、窓が備えられています
(ツイン/ダブル/トリプル)。

インサイド キャビン

Legend
ステートルーム
アウトサイドキャビン
インサイドキャビン

特に指定のない限り全室ツ
インベッド
エクストラベッド
• ダブルベッド
+ バリアフリー施設

チャフェイデッキに9室あり
ます。内側の通路に面してい
て、舷窓が備えられています
(ツイン/ダブル)。
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マグネティック島

シーリンク クイーンズランドは、タウンズビルと、
マグネティック島を結ぶ 4 隻のフェリーを運航し、
オーストラリア本土（タウンズビル）と、		
マグネティック島に旅行代理店を運営する、ノース
クイーンズランド旅行のスペシャリストです。
このすばらしいノースクイーンズランドを楽しんでいただくた
め、マグネティック島とタウンズビルの、様々なデイツアー、
パッケージ、宿泊施設、アクティビティをご用意しています。
ホテル、貸し別荘、バックパッカーなど、お好みのタイプの
宿泊施設にお泊りいただき、島に沿って群生するサンゴ礁が
美しい海でのシュノーケリングやダイビング、様々な景観を
もつタウンズビルの観光など、サンゴ礁の島から熱帯雨林ま
での魅力を併せ持つマグネティック島を、堪能してください。
シーリンク クイーンズランドでは、北はポートダグラスから
アーリービーチまで、クイーンズランド沿岸での特別な
イベントや貸切での移動のためのチャーターサービスを催行
しています。

シーリンク マグネティックアイランドを選ぶ5つの理由
1 グレート バリア リーフ、
マグネティック島とタウンズビルに
拠点があるため、様々なサンゴ礁を生育している水族館の
見学から、
マグネテック島と、
タウンズビルから毎日出発す
るシュノーケリングやダイビングのツアーなど、色々な角度
から、
サンゴ礁を観察していただけます。
２ シーリンク クイーンズランドは、マグネティック島の
スペシャリストなので、フェリーでのトランスファー、
アクティビティ、デイツアー、宿泊施設、送迎サービス
など、お客様のホリディに必要なものは、すべてカバー
できます。
３ タウンズビルとマグネティック島をつなぐフェリーサービス
を、年中無休で1日に最大18便運航しています。
４ 究極のノースクイーンズランド体験をしていただくため、
セルフドライブやレンタカーのパッケージ、宿泊プラン、
アトラクション、タウンズビルでのデイツアーなどをご用
意しています。
５ ノースオーストラリア最大の野生のコアラの生息地である
マグネティック島は、自然愛好家にはたまらない多種の鳥
類やオーストラリアの動物の生息地でもあります。ロック
ワラビーに餌をやったり、ウミガメ、ジュゴンや、クジラ
を見つける機会をお見逃しなく。

Queensland

マグネティック島

Magnetic
Island

Townsville
タウンズビル
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Great
Barrier
Reef

島での滞在

2泊マグネティック島の探索
ツアーコード：INT001

2泊ピュアマグネティック				
（レンタカー マグネティック島で車受取り)

所要時間： 2泊3日

ツアーコード：INT002

催行： 毎日

所要時間： 2泊3日

出港： ブレイク ウォーター ターミナル
（タウンズビル）

催行： 毎日

食事： 毎朝食ビュッフェ

出港： ブレイク ウォーター ターミナル
（タウンズビル）

お部屋のアップグレード可

食事： ランチ1回

含まれるもの

お部屋のアップグレード可

マグネティック島への往復のフェリー (2名様)

含まれるもの

マグネティック島での2日間のレンタカー

マグネティック島への往復のフェリー (2名様)

大型帆船でのアフタヌーンセーリング
（2名様）

マグネティック島での2日間のレンタカー

ペッパーズ ブルー オン ブルー（ネリーベイ）
での２泊

大型帆船でのランチセーリング
（2名様）

ホテルレストランでの朝食ビュッフェ

ピュア マグネティック
（ネリーベイ）のヴィラでの2泊

ツアーの概要

ツアーの概要

ゆったりと時間が過ぎる楽園マグネティック島で、どうぞ、
ご自身を甘やかしてください。ノースクイーンズランドのク
リスタルブルーの海で大型帆船のセーリング、島で唯一の
5つ星ホテルでのリラックスした時間など、ノースクイーン
ズランドでの完璧な休日を満喫していただける3日間で
す。

このリラックスできる人気のツアーは、マグネティック島
で豪華な滞在先をお探しのお客様に最適です。島での2日
間のレンタカーと大型帆船でのランチセーリングが含まれて
いるので、美しいビーチから、ゆたかな野生動植物、海や
島でのアクティビティまで、ぞんぶんに、マグネティック
島をご体験いただけます。ビーチからわずか数メーターの
場所にある豪華なピュア マグネティックで2泊すれば、帰
りたくなくなってしまうこと請け合いです。
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セルフ ドライブ ＆ レンタカー

2泊マグネティック島 セルフ ドライブ			
（レンタカー マグネティック島で車受取り）

4泊マグネティック島と熱帯雨林 セルフ ドライブ
(レンタカー マグネティック島で車受取り）

ツアーコード：INT003

ツアーコード：INT004

所要時間： ２泊３日

所要時間：4泊５日

催行： 毎日

催行： 毎日

出港： ブレイク ウォーター ターミナル
（タウンズビル）

出港： ブレイク ウォーター ターミナル
（タウンズビル）

含まれるもの

食事： 朝食2回

マグネティック島への往復のフェリー(2名様)

お部屋のアップグレード可

シーリンク クイーンズランド ブレイク ウォーターターミナル
（タウンズビル）
での駐車3日間 (自家用車)
マグネティック島での2日間のレンタカー

含まれるもの
マグネティック島への往復のフェリー（2名様）

ワンベッドルームアパートメントでの２泊

ブレイク ウォーター ターミナル
（タウンズビル）のシーリン
ク クイーンズランドでの駐車2日間（自家用車）

宿泊施設選択オプション

マグネティック島での2日間のレンタカー

ショーズ オン ザ ショア (ホースシューベイ)

アイランド レジャー リゾート
（ネリーベイ）のダブルルーム
での２泊

グランド メルキュール マグネティックアイランド		
（ネリーベイ）
ツアーの概要
このゆったりとしたツアーは、ご自分で運転されるお客様
に最適です。のんびりと3日間かけて、
マグネティック島を
巡っていただけます。島を探索して、ジェフリーベイのロッ
クワラビーを訪ね、ラディカルベイのビーチでシュノーケリ
ングを楽しんで、23もあるビーチから、お好きなところを
選んで、のんびりと過ごしてください。また、2つのマグネ
ティック島で最高のビーチリゾートからお好きな宿泊施設
をお選びいただけます。ホースシューベイまたはネリー
ベイのビーチの前での夜をお過ごしください。
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ヒドゥンバレー キャビンズまでの道順が分かる情報パック
ヒドゥンバレー キャビンズ
（パルマ）のラスティック アウトバ
ック キャビンでの２泊
毎朝食
ヒドゥンバレー キャビンズでのナイトウォークとカモノハシ
ツアー
ツアーの概要
この4泊のツアーは、グレート バリア リーフや鬱蒼とした
熱帯雨林など、ノースクイーンズランドの様々な景観を求め
ているお客様に最適です。2日間かけてお車でマグネティッ
ク島をゆっくりと巡った後は、クリーブランド ベイのクリス
タル ブルーの青い海でランチセーリングをお楽しみくださ
い。次の滞在先は、豊かな熱帯雨林に囲まれたパルマにあ
る、ヒドゥンバレー キャビンズです。クリーブランドのすぐ
外側に位置するこの場所では、ノースクイーンズランドの自
然美を探索いただけます。そのほか、夜行性動物などを観
察するナイトウォーク、オーストラリアでもっともユニーク
な哺乳動物を見つけるカモノハシツアーにもご参加いただ
けます。

島でのアトラクション

トロピカル ハイライト

プロビデンス セイリング

ツアーコード: MAG001

ツアーコード: INT005

所要時間: １日から２日

所要時間:

催行： 毎日

催行:

毎日

出港： ブレイク ウォーター ターミナル
（タウンズビル）

出発:

9.30am ネリーベイ マリーナ

ツアーの概要

帰着:

1.30pm ネリーベイ マリーナ

タウンズビルとマグネティック島でトロピカル地方の魅力を、
ガイドなしでゆっくり楽しんでいただけます。このパッケージ
には以下が含まれています。

食事: モーニング ティー、
ランチ

マグネティック島への往復クルーズ料金
島で終日使えるバスの乗車券
コアラ保護区のツアー (マグネティック島)
リーフ ヘッド クォーター水族館 (タウンズビル)
トロピカル クイーンズランド博物館 (タウンズビル)

3時間

アフタヌーン セイリング、
サンセット セイリングも有り
ツアーの概要
クリーブランドべイのクリスタルブルーの青い海で、マグネティッ
ク島の大型帆船にご乗船ください。島の周辺をセーリングしなが
ら、ゆったりとした時間をすごした後は、ノースクイーンズランド
の海に飛び込んで、マグネティック島の岸沿いに群生するサンゴ
礁でシュノーケリングを満喫してください。

マグネティック島 カントリー クラブ

ハーベイス レンジ ４ＷＤバギー

ツアーコード: INT006 & INT007

ツアーコード: INT008

所要時間:

所要時間: ２．
５時間

半日から１日

催行： 毎日

催行： 毎日

場所:

時間:

Picnic Bay, Magnetic Island

9：00amまたは1：00pm

オプション: 9ホールコース/18ホールコース

出発： ブレイク ウォーター ターミナル
（タウンズビル）

ツアーの概要

ツアーの概要

マグネティック島 カントリークラブなら、美しい国立公園を背景
に、カジュアルなゴルファーから経験豊かなゴルファーまで楽し
くプレイできます。マグネティック島のゴルフコースのグリーンの
上で、1日をエンジョイしてください。

起伏の激しいタウンズビルの山で、
ハーベイス レンジでの		
エキサイティングな4輪バギーツアーをご体験ください。初心者から
上級者まで、
どのような年齢の方にもお楽しみいただける、楽しい
アトラクションです。
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Reservations
Destination

Company

Email

Phone

Fax

Adelaide

Adelaide Sightseeing

international@sealink.com.au

+61-8-8202 8641

+61-8-8202 8666

Kangaroo Island

Sealink KI

international@sealink.com.au

+61-8-8202 8641

+61-8-8202 8666

KI Odyssey

kireservations@kiodysseys.com.au

+61-8-8553 0386

+61-8-8553 0387

Murray River

Captain Cook Cruises

murray@captaincook.com.au

+61-2-9206 1111

+61-2-9206 1178

Queensland

Sealink QLD

tradeqld@sealink.com.au

+61-7-4726 0888

+61-7-4771 3955

Sydney Harbour

Captain Cook Cruises

sydney@captaincook.com.au

+61-2-9206 1111

+61-2-9206 1178

85 Franklin Street
Adelaide SA 5000
T 1300 769 762
F +61-8-8410 2269
www.adelaidesightseeing.com.au

Jetty 6 Circular Quay
Sydney NSW 2000
T +61-2-9206 1111
F +61-2-9251 4725
www.captaincook.com.au

34 Addison Street
Kingscote SA 5223
T +61-8-8553 0386
F +61-8-8553 0387
www.kiodysseys.com.au

ABN 69 007 122 367

ABN 17 008 272 302

ABN 69 007 122 367

440 King William Street
Adelaide SA 5000
T +61-8-8202 8678
F +61-8-8202 8666
www.kiadventuretours.com.au

440 King William Street
Adelaide SA 5000
T +61-8-8202 8688
F +61-8-8202 8666
www.sealink.com.au

ABN 69 007 122 367

ABN 69 007 122 367

Breakwater Terminal
Sir Leslie Thiess Drive
Townsville QLD 4810
T +61-7-4726 0800
F +61-7-4771 3955
www.sealinkqld.com.au
ABN 57 148 811 170

Your Travel Agent
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