
※2019年10月26日より、ウルル登山が完全に禁止されております

※ウルル・カタジュタ国立公園入園料（3日間有効）は、2020年12/31迄の入園料が無料化され、入園料の徴収が一時的に撤廃されることとなりました。

2020年4/1～12/31迄：大人・子供共に無料

2021年1/1以降：大人（18歳以上）：AUD38、子供（17歳以下）無料

※表示料金は2020年4月1日～2021年3月31日までの1名様あたりの料金です。 ※天候等の事由により催行中止となる場合があります。

※表示料金は日本にて事前申し込み・事前支払いの場合ご利用頂けます。 ※食事つきのツアーには飲み物代は含まれておりません。

※表示料金、発着時間等は予告なく変更となる場合があります。 ※英語のツアーは基本的に現地でリコンファームが必要です。

※ツアー中に発生したお持ち物の紛失・破損や、負傷・死亡事故等に関し当社はその責を負いかねます。

催行日 毎日 催行日 毎日

催行人数 2名~ 催行人数 2名~

①BBQ無 AUD 189 ①BBQ無 AUD 95

②BBQ付 AUD 363 ②BBQ付 AUD 182

ツアーに

含まれるもの

ツアーに

含まれるもの

キャンセル規定 実施日の8日前：50％、3日前から：100％ キャンセル規定 実施日の8日前：50％、3日前から：100％

現地催行会社 AAT Kings (Y35) 現地催行会社 AAT Kings (Y33 / Y33B)

ツアーコード： Y19
①JY11

②JY11B

催行日 毎日 催行日 毎日

催行人数 6名~ 催行人数 2名~

①BBQ無 AUD 108 ①BBQ無 AUD 54

②BBQ付 AUD 282 ②BBQ付 AUD 141

ツアーに

含まれるもの

ツアーに

含まれるもの

キャンセル規定 実施日の8日前：50％、3日前から：100％ キャンセル規定 実施日の8日前：50％、3日前から：100％

現地催行会社 AAT Kings (Y39) 現地催行会社 AAT Kings (JY11 / JY11B)

催行日 毎日 催行日 毎日

催行人数 2名~ 催行人数 2名~

①BBQ無 AUD 470 ①BBQ無 AUD 236

②BBQ付 AUD 625 ②BBQ付 AUD 313

①BBQ無 AUD 495 ①BBQ無 AUD 248

②BBQ付 AUD 650 ②BBQ付 AUD 325

ツアーに

含まれるもの

ツアーに

含まれるもの

注意事項 注意事項

キャンセル規定 実施日の8日前：50％、3日前から：100％ キャンセル規定 実施日の8日前：50％、3日前から：100％

現地催行会社 AAT Kings (JY29) 現地催行会社 AAT Kings (JY36 / JY36B)

AUD 120
子供料金

（2~15歳）
AUD 239大人料金

※国立公園入場料は参加当日現地にてお支払いください（3日間有効）

※サンセット会場への往路送迎バスには、日本語ガイドは同乗しません。（＊1）

※往復送迎バスは英語ツアーと混乗となります。

※BBQディナーは、悪天候や国立公園当局の指示など諸事情により屋外で催行できない場合は、屋内会場やリゾート内レストラ

ンで催行され、食事内容も変更となる場合がります。その際の返金などはございません。
注意事項

子供料金

（2~15歳）
大人料金

※上記各ツアーの注意事項を合わせてご確認ください。

※到着/出発の時間によって、一部ツアーにご参加頂けない場合がございますのでご予約時にご確認ください。

※BBQディナーは、悪天候や国立公園当局の指示など諸事情により屋外で催行できない場合は、屋内会場やリゾート内レストラ

ンで催行され、食事内容も変更となる場合がります。その際の返金などはございません。

※上記各ツアーの注意事項を合わせてご確認ください。

※到着/出発の時間によって、一部ツアーにご参加頂けない場合がございますのでご予約時にご確認ください。

※BBQディナーは、悪天候や国立公園当局の指示など諸事情により屋外で催行できない場合は、屋内会場や

リゾート内レストランで催行され、食事内容も変更となる場合がります。その際の返金などはございません。

最終更新日： 2020/4/20

所要時間
①　日入りの約90分前出発　(約２時間)

②　日入りの約90分前出発　(約４時間)

①　日入りの約3.5時間前出発　(約４時間)

②　日入りの約3.5時間前出発　(約６時間)

①Y33

②Y33B
ウルルふもとめぐりとサンセットツアー

所要時間

ツアーコード：

ホテル送迎、日本語ガイド、カタジュタ・ウォルパ渓谷ウォーク、ワイン1杯、カナッペ、②のみBBQディナー（ドリンク1杯

付）

※国立公園入場料は参加当日現地にてお支払いください（3日間有効）

※歩きやすい靴と動きやすい服装でご参加ください。

※BBQディナーは、悪天候や国立公園当局の指示など諸事情により屋外で催行できない場合は、屋内会場やリゾート内レストラ

ンで催行され、食事内容も変更となる場合がります。その際の返金などはございません。

※参加者数によっては、英語ツアー『Uluru Sacred Sites & Sunset（Y17）』に日本語ガイドと一緒に同乗していただく場合

がございます。

注意事項

ウルル サンセットツアー

注意事項

所要時間
出発：4：00～4：30

帰着：17：00～17：30

ホテル送迎、英語ガイド、キングスクリーク牧場での朝食

AUD 100
子供料金

（2~15歳）
AUD 199大人料金

子供料金

（2~15歳）
大人料金

ホテル送迎、日本語ガイド（＊1）、ワイン1杯、カナッペ、②のみBBQディナー（ドリンク1杯付）

所要時間
日の出の1時間15分前出発

(約5時間15分)

注意事項

※国立公園入場料は参加当日現地にてお支払いください（3日間有効）

※歩きやすい靴と動きやすい服装でご参加ください。

※参加者数によっては、英語ツアー『Uluru Sunrise & Kata Tjuta（Y14）』に日本語ガイドと一緒

に同乗していただく場合がございます。

早朝、英語のドライバーガイドとキングスキャニオンに向けて出発します。道中、キングスクリークス

テーション牧場にて朝食をお召し上がりいただき、キングスキャニオンの散策へ出かけます。渓谷

の岩肌を登り、崖沿いを歩くリムウォークでは、ワタルカ国立公園の広大な景色をご覧いただけま

す。約３時間のリムウォークは体力に自信のある方におすすめです。渓谷のふもとを歩くクリーク

ウォークへ振り替えることも可能です。散策後、キングスキャニオンリゾートにて昼食（各自負

担）後、エアーズロックへ戻ります。

ツアーコード：ツアーコード： JY29ジャパニーズ モーニング ウルル コネクション

ツアーコード： Y35ウルルサンライズとカタジュタツアー

日の出と共に姿を現すウルルの荘厳な雰囲気をお楽しみください。その後ウルルの麓にある

クニヤ・ウォークと呼ばれる散策路へご案内。先住民の壁画を見学した後、カタジュタのふも

と・ウォルパ渓谷散策路へ。途中、広大な準砂漠地帯に広がるカタジュタの南側のパノラマ

の景色をお楽しみいただける見晴らし台に立ち寄ります。道中、ガイドがこの地域の地理、

文化、歴史、植物、動物などについて解説をします。往復約2.6キロの散策路では渓谷と

珍しい礫岩質の岩の形成をご覧いただけます。

ホテル送迎、日本語ガイド、クニヤウォーク、ウォルパ渓谷散策、コーヒーまたは紅茶1杯

キングスキャニオン＆アウトバックパイオニア

大人料金
子供料金

（2~15歳）

ツアーY35

空港送迎、国立公園入場料

①ツアーY33 + Y35、 ②ツアーY33B + Y35

空港送迎、国立公園入場料

「ウルルサンライズとカタジュタツアー」と空港送迎がパックになった、お得なツアー！2

日目早朝、ウルルの日の出を見に出かけます。日の出鑑賞の後は、ウルルのふもと

のクニヤ散策路、カタジュタのウォルパ渓谷散策路へ向かいます。

所要時間 3日間有効

子供料金

（2~15歳）

3日間有効

大人料金
1/1到着分

以降

1/1到着分

以降

※ワルタカ国立公園は、気温が高温の時はリムウォークを勧めておりません。お客様に免責同意書へご署名いただ

く場合がございます。

※水2～３リットル、歩きやすい靴と動きやすい服装、日焼け対策でご参加ください。

※昼食は含まれません。

①JY36

②JY36B

所要時間

ジャパニーズ ロック コネクション

12/31到着分

まで

12/31到着分

まで

AUD 163

AUD 151

AUD 325

AUD 300
12/31到

着分まで

12/31到着

分まで

1/1到着分

以降

1/1到着分以

降

ツアーコード：

太陽が地平線にもっとも近づいたとき、太陽はもっと赤く見えます。その赤い太陽が赤いエアーズロックに反

射して、なんとも神秘的な赤い色を作り出します。　ワインとともに美しい景色を楽しみましょう。　②BBQ

付では、専用のBBQ会場にてオージースタイルのBBQをお楽しみ下さい。南半球の星空についてガイドが

ご案内するほか、星にまつわるアボリジニの伝説にも触れることができます。

ウルル先住民の文化資料館カルチャーセンターを見学の後、ウルルの麓、マラウォークをガイドとともに散

策。浸食によってできた洞窟の中へ入り、先住民の神話に耳を傾けます。ウルルの麓をぐるり一周と車窓

から観光した後、ウルル日の入り会場へ。スパークリングワインを楽しみながら、日没と共に秒刻みでその彩

りを変える絶景をご堪能下さい。BBQ付②もおススメです。

ウルルサンセットもサンライズも楽しむ、欲張りなツアー。エアーズ・ロック、オルガ岩群の見所を周るお得な一

番人気のパックです！

空港送迎、チェックインアシストもついて安心。

これを押さえておけばエアーズロック観光はまず間違いなし！
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※2019年10月26日より、ウルル登山が完全に禁止されております

※ウルル・カタジュタ国立公園入園料（3日間有効）は、2020年12/31迄の入園料が無料化され、入園料の徴収が一時的に撤廃されることとなりました。

2020年4/1～12/31迄：大人・子供共に無料

2021年1/1以降：大人（18歳以上）：AUD38、子供（17歳以下）無料

※表示料金は2020年4月1日～2021年3月31日までの1名様あたりの料金です。 ※天候等の事由により催行中止となる場合があります。

※表示料金は日本にて事前申し込み・事前支払いの場合ご利用頂けます。 ※食事つきのツアーには飲み物代は含まれておりません。

※表示料金、発着時間等は予告なく変更となる場合があります。 ※英語のツアーは基本的に現地でリコンファームが必要です。

※ツアー中に発生したお持ち物の紛失・破損や、負傷・死亡事故等に関し当社はその責を負いかねます。 最終更新日： 2020/4/20

JY34

Codes JY29 JY36 JY36B

P P P

P P P 催行日

P P 催行人数

大人料金
子供料金

（2~15歳）

ツアーに

含まれるもの

キャンセル規定 実施日の8日前：50％、3日前から：100％

現地催行会社 AAT Kings (JY34)

ツアーコード： VOY01 JFOL

催行日 毎日 催行日 毎日

催行人数 2名~ 催行人数 2名~

大人料金
子供料金

（10~15

歳）

大人料金
子供料金

（2~15歳）

ツアーに

含まれるもの

ツアーに

含まれるもの

キャンセル規定 実施日の8日前から100％ キャンセル規定 実施日の8日前：50％、3日前から：100％

現地催行会社 Ayers Rock Resort (Voyages Travel Centre) (VOY01) 現地催行会社 AAT Kings (JFOL)

催行日 催行日

催行人数 2名~ 催行人数

AUD 44 2~15歳

AUD 98 5~15歳

AUD 275 10~15歳

ツアーに

含まれるもの

ツアーに

含まれるもの

キャンセル規定 実施日の8日前から100％ キャンセル規定 実施日の8日前から100％

現地催行会社 Ayers Rock Resort (Voyages Travel Centre) (VOY02) 現地催行会社 Ayers Rock Resort (Voyages Travel Centre) (VOY03)

日本語ガイド、ホテル往復送迎、星空と一緒に撮影した写真ファイル１組１枚

AUD 43

大人料金 子供料金

ディナー

スターパス

パス

AUD 138

AUD 64

AUD 31

フィールド オブ ライト

[AAT Kings] ウルル サンセット・ウルル サンライズ

到着日・出発日に参加する際の注意
到着/出発時刻によっては、サンセットツアー（Y35/Y39）、

サンライズツアー（Y33・Y33B/JY11・JY11B）にご参加いただけない場合がございます。

但し、ジャパニーズ モーニング ウルル コネクション（JY29）、

ジャパニーズ ロック コネクション（JY36/JY36B）にお申込みいただくことで、

参加が可能になる場合がございますので、お申込の際にお問合せください。

日入りの1時間前

(約４時間１５分)
所要時間

ホテル送迎、ディジュリドゥ演奏鑑賞、グルメBBQ、デザート、ドリンク、カナッペ、日本語ガイドによる星空

観測

※歩きやすい靴と動きやすい服装でご参加ください。

※足元を照らす懐中電灯またはライト機能付きのスマホをお持ち頂くと便利です。

※写真データはBluetoothを通じてその場でご自身のスマホへ配布する予定です。スマホをお持ちでない場合は、Eメールに送付す

ることも可能ですので、ご自身のEメールアドレスをお持ちください。

※サザンスカイBBQツアーと同日に参加可能です。

※国立公園外で催行する為、国立公園入園券は不要です。

2020年10/15迄

注意事項

※歩きやすい靴と動きやすい服装でご参加ください。

※足元を照らす懐中電灯またはライト機能付きのスマホをお持ち頂くと便利です。

※ツアーには朝食は含まれません。朝食はツアー後、各自でお済ませください。

※国立公園外で催行する為、国立公園入園券は不要です。また、日本語ガイドとともに英語ツアーに同乗する形でご参加いただきます。

パス：約２時間

スターパス：約２時間30分

ディナー：約４時間３０分

所要時間

大人料金

（16歳以上）
AUD 380 参加不可子供料金

20名限定のスペシャルなディナー体験。タリ・ウィルとは先住民の言葉で「美しい砂丘」。夕

陽に染まるウルルを眺めながらシャンパンとカナッペをお楽しみ頂いた後には、４コースディ

ナーをプレミアム・オーストラリア・ワインと共に。食後にはディジュリドゥの演奏とアナング族のス

トーリーテリング（英語）もお楽しみ頂けます。（2020年3/23～10/15限定商品）

21：00～22：30頃出発

(約1時間30分)

P

BBQディナー（ドリンク1杯付）
*ワイン、ビールまたはソフトドリンク
　ドリンク(メニューは変更の可能性があります。

※JY29/JY36/JY36B以外のツアーは、現地にて国立公園入場料を現地にてお支払いが必要です。

P

P

カタジュタとウルルサンセットツアー（Y33）

AUD 85

空港往復混載送迎

国立公園入場料

ウルルサンライズ・ふもとめぐりツアー(Y35)

P

注意事項

注意事項

※１テーブル10名での相席利用、ブッフェ形式のお食事です。

※砂漠地帯の屋外レストランの為、つま先の閉じた靴での参加をお勧めします。

※冬季は特に冷え込みますので暖かい服装でご参加ください。

※天候の状況により催行中止となる場合があります。

※9歳以下のお子様はご参加いただけません。

※12月25日のご参加には追加代金が必要です。

※現地にてリコンファームが必要です。

サウンド　オブ　サイレンス サンライズとフィールドオブライト

ウルルナイトスカイツアー

エアーズロックリゾートでのユニークなディナーのツアー。エアーズロックのサンセット、満点の星

空の下で、オーストラリアの料理、ワインと共に大自然そのもののアウトバックでのひとときをお

楽しみ頂けます。そして、オーストラリアのど真ん中で静寂感（サウンド・オブ・サイレンス）を

感じて頂けるツアーです。

所要時間
日入りの1時間前

(約４時間)
所要時間

4：15～5：45頃出発

(約2時間15分)

AUD 274 AUD 160

ツアーコード： VOY02 VOY03
タリ・ウィル 星空ディナー

　　　毎日（10/15まで）

2名~

毎日

AUD 75 AUD 38

日本語ガイド、温かい飲み物 サービス、ホテル往復送迎

パス：送迎サービス、展示見学料金（1時間15分の自由散策）

スターパス：送迎サービス、展示見学料金（45分間の自由散策）、英語ガイド、スパークリングワイン、おつまみ、小高い丘からのサン

セット&イルミネーション鑑賞

ディナー：送迎サービス、展示見学料金（45分間の自由散策）、英語ガイド、スパークリングワイン、おつまみ、小高い丘からのサンセッ

ト&イルミネーション鑑賞、3コースバイキング夕食

注意事項

※会場は地面が砂となっていますので、靴でのご参加をお薦めします。

※冬場は夜間かなり気温が下がりますので、温かい服装でご参加ください。

※12月25日のディナーは、料金が異なります。　お問い合わせください。

※現地にてリコンファームが必要です。

パス：会場に隣接する「小高い丘」へアクセスすることはできません。

また、日の入り後の出発となりますので、サンセットを鑑賞することはできません。

ご出発：①サンセットの30分後②サンセットの1時間15分後③サンセットの2時間後

※1歳以下のお子様は無料

スターパス：ご出発：サンセットの30分前（1日1回）

※4歳以下のお子様はご参加いただけません。

ディナー：ご出発：サンセット1時間前（1日1回）

※9歳以下のお子様はご参加いただけません。

ホテル送迎、ディジュリドゥ演奏鑑賞、4コースディナー、デザート、ワイン、ドリンク、シャンパン、カナッペ、星

空観測、先住民ガイドの文化/物語の解説

※専用席でのコースディナーです。サウトオブサイレンスよりデラックスなディナーとなります。

※砂漠地帯の屋外レストランの為、つま先の閉じた靴での参加をお勧めします。

※冬季は特に冷え込みますので暖かい服装でご参加ください。

※天候の状況により催行中止となる場合があります。

※15歳以下のお子様はご参加いただけません。

※現地にてリコンファームが必要です。
注意事項

日本では見られない星空や天の川（ミルキーウェイ）を日本語ガイドからの案内で楽しめるツアーです。ウ

ルル、星空を背景に入れての写真撮影（１組１枚）。撮った写真データはその場で御自身のスマホへ

送信することも可能です。サザンスカイBBQディナー（星空観賞付き）ツアーに参加しなくても行ける新し

い星空観賞ツアーです。

5万個の電球により幻想的な世界を彩られた 草原の中の光の祭典「フィールドオブライト」の光の草原を

散策した後、小高い丘へ登り、サンライズ観賞をお楽しみください。

国際的に知られる芸術家・ブルース ムンロによって生み出されるフィールド オブ ライトがウルルにやってきま

した。日が沈むとともに、５万以上もの球状のガラスに光が灯されます。この太陽光を利用した光の芸術

は、壮大なウルルの景色の中に展示されます。

※各ツアーの出発時間は以下注意事項をご確認ください。

2名~

毎日

ツアーコード：

ツアーコード：

ツアーコード：

所要時間
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※2019年10月26日より、ウルル登山が完全に禁止されております

※ウルル・カタジュタ国立公園入園料（3日間有効）は、2020年12/31迄の入園料が無料化され、入園料の徴収が一時的に撤廃されることとなりました。

2020年4/1～12/31迄：大人・子供共に無料

2021年1/1以降：大人（18歳以上）：AUD38、子供（17歳以下）無料

※表示料金は2020年4月1日～2021年3月31日までの1名様あたりの料金です。 ※天候等の事由により催行中止となる場合があります。

※表示料金は日本にて事前申し込み・事前支払いの場合ご利用頂けます。 ※食事つきのツアーには飲み物代は含まれておりません。

※表示料金、発着時間等は予告なく変更となる場合があります。 ※英語のツアーは基本的に現地でリコンファームが必要です。

※ツアー中に発生したお持ち物の紛失・破損や、負傷・死亡事故等に関し当社はその責を負いかねます。 最終更新日： 2020/4/20

ツアーコード：
①H01

②H05

①PHS01

②PHS02

催行日

催行人数 1名~ 催行人数

①

②

注意事項 注意事項

キャンセル規定 実施日の8日前：50％、3日前から：100％ キャンセル規定 実施日の8日前：50％、3日前から：100％

現地催行会社 Uluru Motorcycle Tours (H01/H05) 現地催行会社 Professional Helicopter Service (PHS01/PHS02J)

ツアーコード：
①USSR

②UBS1 ③UBS2

①CSR

②CST ③CE

催行日 毎日 催行日

催行人数 2名~ 催行人数

① AUD 179 ① ②

② ③ AUD 159 ③

キャンセル規定 実施日の8日前：50％、3日前から：100％ キャンセル規定 実施日の8日前：50％、前日から：100％

現地催行会社 Uluru Segway Tours (USSR/USB1/USB2) 現地催行会社 Uluru Camel Tours (CSR/CST/CE)

ウルル セグウェイツアー

ハーレーダビッドソン ウルル ①サンライズ/②サンセット

子供料金

（10歳以上）

所要時間
①日の出の約45分前発(約１.5時間)

②日入りの約60分前発(約１.5時間)

大人料金

（12歳以上）
子供料金 設定なし

ツアーに

含まれるもの

エアーズロックリゾートからの送迎、セグウェイ トレーニング、セグウェイでウルル一周、ﾑﾁｼﾞｭﾙの水場へのガイド付きの

散策

①は軽朝食、日の出鑑賞付

ツアーに

含まれるもの

大人料金
子供料金

（3歳以上）
大人と同料金

毎日

所要時間

大人料金

ヘリコプター遊覧飛行

催行日

ホテル送迎、英語ガイド、ヘリコプター搭乗

世界でもっとも有名なオートバイ「ハーレーダビッドソン」の後部座席に乗って、ハー

レーの音と振動を感じながら、アウトバックを疾走するタンデムライドは爽快です！バ

スツアーでは味わえない体験を楽しもう。トータル走行距離は約50kmです。

①サンライズ　②サンセットからお選びください。

注意事項

※国立公園入園料は含まれません。現地で必要に応じてご購入ください。

※ホテルピックアップ時間は季節により異なります。

※１８歳未満の方は、大人と同伴の場合いのみご参加いただけます。

※体重が45～117キロの方のみご参加いただけます。

※飲酒をされている方、妊娠中の方はご参加いただけません。

※背中や腰に怪我がなく、自動車を運転したり自転車に乗るためのへ移行感覚、会談を手すりにつかまらず上り

下りが可能な健康な方のみ参加いただけます。

※履きなれた靴、帽子、サングラス、長袖のシャツの着用を推奨します。

※現地にてリコンファームが必要です。

※日本語のオーディオガイドの案内もございます。（数に限りがある場合がございます）

【不催行日】　1/1

所要時間

①4：45～6：30頃開始（約5時間）

②7：50～9：20頃開始（約4時間）

③11：20～11：50頃開始（約4時間）※11/1～

3/31の設定はありません

大人料金
子供料金

（6歳以上）

ツアーに

含まれるもの

①サンライズ/②サンセットツアー：ホテル送迎、英語ガイド、約1時間のキャメルライド、軽朝食（ｻﾝﾗｲｽﾞ参加時）、スパークリングワイン

などのお飲み物とおつまみ（ｻﾝｾｯﾄ参加時）

③エクスプレス：ホテル送迎、英語ガイド、約45分間のキャメルライド

注意事項

①サンライズ：日の出の約1時間前出発

②サンセット：日没の約1時間30分前出発

③エクスプレス：■Early(11～3月限定) 08:30 ■AM 10:30 ■PM(4～10月限定) 14:00

※エクスプレスの場合は、Early、AM、PMのご希望をお知らせください。

※体重100キロ以上の方はご参加いただけません。

※飲酒をされている方はご参加いただけません。

※2名様で１頭のラクダに乗ります。奇数でのご参加の場合は他の方と同乗となる場合もございます。

※ツアー中は、全ての手荷物などは持ち運び出来ません。また、ポケットも空にしてツアー参加となります。現地にて荷物をす保管す

ることもできますが、貴重品などはホテルに預けてくることをお勧めします。

※現地にてリコンファームが必要です。

※12/25,1/1は催行いたしません。

※5才以下のお子様はご参加頂けません。

※16才以下のお客様のご参加には大人の同伴が必要です。同伴者もラクダに乗って頂く必要があります。

※悪天候の場合や、ラクダ引きスタッフが危険と感じた場合には、ツアーをキャンセルする場合があります。

※国立公園入園パスは不要です。

【不催行日】　12/25、1/1、エクスプレスPM発11/1～3/31

大人と同料金

① ②　約２時間３０分

③　約１時間３０分

ホテル送迎、ハーレーダビッドソン・タンデムライド (後部座席に乗車します)、ヘルメットとジャケットの貸し出し

①　約３０分（ﾌﾗｲﾄ15分）

②　約４５分（ﾌﾗｲﾄ25分）

＜オプショナルツアー ご参加に関して注意＞
■ツアー参加日にご到着の場合
ツアー出発の少なくとも１時間前にエアーズロック空港へ到着するフライトをご予約ください。
■ツアー参加日にご出発の場合
ツアー終了時刻の少なくとも２時間後以降のフライトをご予約ください。

セグウェイ ツアーでは知識豊富なガイドと共に、セグウェイに乗って壮大なウルルの麓を巡り

ます。ウルルの文化や歴史、など広く体験していただけます。日本語の副音声もご用意して

おります。

①ウルルサンライズとセグウェイ（USSR)　サンライズを見ながら軽朝食をお楽しみください。

②セグウェイでウルル一周（UBS1　 7：50～9：20頃出発）

③セグウェイでウルル一周（UBS2 　11：20～11：50頃出発）

ツアーに

含まれるもの

※飛行中の日本語の音声ガイドは数に限りがあるため、事前に確約はできません。

※12月25日は、追加代金が必要な場合がございます。ご予約時に確認となります。

※ご予約時にご希望の昼間の時間帯、および参加者の体重お知らせください。

※現地にてリコンファームが必要です。

※国立公園入園料は含まれません。現地で必要に応じてご購入ください。

※2才までの幼児は無料ですがお席のご用意はございません。3才以上のお子様は、大人同様の1名様料金が発生致します。

（幼児の定員は、ヘリコプターに1名まで）

※ツアーキャンセル、フライトキャンセルについて

　Ⓐ 催行会社によるキャンセル：天候やパイロットのコンディションによりツアーキャンセルとなる場合がございます。（全額返金）

　Ⓑ パイロットによるキャンセル：飛行の前後問わず、天候により飛行が危険と判断される場合がございます。（未使用サービス分

返金）

※大きなお荷物はツアーにご持参いただけません。

大人と同料金AUD 229① ②
AUD 265

AUD 160

AUD 80

AUD 135

2名~

毎日

2名~

毎日

キャメルライド

※9歳以下のお子様は参加できません。16歳以上の方の参加を推奨いたします。

※体重が120㎏を超える方の参加はできません。

※天候の状況により催行中止となる場合があります。

※国立公園入場料は含まれません。現地で必要に応じてご購入ください。

※現地にて24時間前までにリコンファームが必要です。(集合時間、ヘルメット/ジャケットのサイズ等の再確認）

※動きやすく、汚れても構わない服装（長ジーンズ、運動靴)でご参加ください。ノースリーブ、短パン、サンダル等

ではご参加になれません。サンライズ観賞は冷え込むことがありますので、厚手の上着や防寒着の用意をお勧めし

ます。

※ご自身で運転するツアーではございません。

★カタジュタへのツアーもございます。お問合せください。

【不催行日】　①サンライズ：冬期期間(6/1～8/31頃）

所要時間

雄大なウルルとカタジュタの風景を空から眺める感動のフライト。ウルル登山やカタジュタウォークの場所が、

地上から見るのとはまったく異なる印象を受けることでしょう。ウルル&リゾートポストカードフライトはウルル周

辺のみの遊覧となり、カタジュタは遠景でご覧いただけます。

次の①②からお選びください。

　　① ウルル & リゾートポストカードフライト

　　② ウルル & カタジュタ

ラクダに乗って砂漠が広がる荒野からエアーズロック鑑賞を楽しむツアーです。日の出、日入りを見に行くツ

アーはもちろん、日中出発のエクスプレスツアーもご用意しています。すべて経験豊富なガイドがご案内致し

ますので、安心してキャメルライドをお楽しみ下さい。

① サンライズ　② サンセット　③ エクスプレスAM発orPM発　からお選びください。

ツアーコード：

ツアーコード：
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