
※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。

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

※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。

ツアーコード： GID ツアーコード： GIECO

催行日 毎日 催行日 毎日

催行人数 1名~ 催行人数 1名~

送迎無し AUD 128 送迎無し AUD 68 送迎無し AUD 102 送迎無し AUD 54

送迎あり AUD 158 送迎あり AUD 88 送迎あり AUD 132 送迎あり AUD 74

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 キャンセル規定

現地催行会社 Great Adventures (GID) 現地催行会社 Great Adventures (GIECO)

ツアーコード： BGRA ツアーコード： GIGBRA

催行日 毎日 催行日 毎日

催行人数 1名~ 催行人数 1名~

送迎無し AUD 259 送迎無し AUD 141 送迎無し AUD 279 送迎無し AUD 151

送迎あり AUD 289 送迎あり AUD 161 送迎あり AUD 309 送迎あり AUD 171

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 キャンセル規定

現地催行会社 Great Adventures (GBRA) 現地催行会社 Great Adventures (GIGBRA)

ツアーコード： DOKI09 ツアーコード： DOKI01

催行日 毎日 催行日 毎日

催行人数 2名~ 催行人数 2名~

送迎無し AUD 120 送迎無し AUD 70 ①列車 or ②ｽｶｲﾚｰﾙ AUD 255 列車orｽｶｲﾚｰﾙ AUD 165

送迎あり AUD 145 送迎あり AUD 85 ③列車&ｽｶｲﾚｰﾙ AUD 305 列車&ｽｶｲﾚｰﾙ AUD 195

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 キャンセル規定

現地催行会社 DOKIDOKI Tours (DOKI09) 現地催行会社 DOKIDOKI Tours (DOKI01)

大人料金
子供料金

（4~14歳）
大人料金

子供料金

（4~14歳）

クルーズ乗船券、モーニングティー、リゾートプール入場料、グラスボトムボート乗船、シュノーケル用具レンタル、オリジナルビーチバッ

ク、ケアンズ市内主要ホテル送迎（送迎ありの場合）

クルーズ乗船券、シュノーケル用具レンタルまたはグラスボトムボート乗船、モーニングティー、リゾートプール入場料、ケア

ンズ市内主要ホテル送迎（送迎ありの場合）

最終更新日： 2020/3/5

グリーン島ディスカバリー グリーン島エコアドベンチャー

世界遺産グレートバリアリーフの珊瑚礁に囲まれた島、グリーン島をまる一日堪能するツ

アー。シュノーケリングやグラスボトムボートで珊瑚や魚たちとの触れ合いをお楽しみください。

スキューバダイビング（体験またはライセンス有）やシーウォーカーは、オプションとして事前

お申し込みも可能です。

◆クルーズ船の時間をご選択ください。

ケアンズ港発　08:30　／　10:30　／　13:00

グリーン島発　12:00　／　14:30　／　16:30

世界遺産グレートバリアリーフの珊瑚礁に囲まれた島、グリーン島をまる一日堪能するツ

アー。シュノーケリングやグラスボトムボートで珊瑚や魚たちとの触れ合いをお楽しみください。

スキューバダイビング（体験またはライセンス有）やシーウォーカーは、オプションとして事前

お申し込みも可能です。

◆クルーズ船の時間をご選択ください。

ケアンズ港発　08:30　／　10:30　／　13:00

グリーン島発　12:00　／　14:30　／　16:30

所要時間
約４~９時間

※フェリーの時間により異なる
所要時間

約４~９時間

※フェリーの時間により異なる

朝はゆっくり10時30分の出航です。

世界遺産グレートバリアリーフの外洋に浮かぶ桟橋、ポンツーンへ。このアウター・グレートバ

リアリーフ（アウターリーフ）を拠点に、体験ダイビング（有料）やシュノーケルツアーに参加

したり、サンデッキでのんびりしたり、自由にお楽しみ頂けます。

スキューバダイビング（体験またはライセンス有）は、オプションとして事前お申し込みも可

能です。

1日でグリーン島とアウター・グレートバリアリーフ（アウターリーフ）の2ヶ所を訪れることので

きるプレミアムツアー！ グリーン島で2時間、アウターリーフで3時間！あっという間に満喫の

1日が過ぎてしまいます！ケアンズの海観光はこれで制覇！！

スキューバダイビング（体験またはライセンス有）やシーウォーカーは、オプションとして事前

お申し込みも可能です。

所要時間
10:30~17:30

（ケアンズ港発着時間）
所要時間

08:30~17:30

（ケアンズ港発着時間）

※ツアーにガイドは同行しません。船上に日本人スタッフが常駐しております。

※料金には燃油サーチャージが含まれますが、値上がりのある場合には乗船時、追加支払いが必要な場合がございます。

※現地にてリコンファームが必要です。

※水着着用の上での参加をお勧めします。

※グレートバリアリーフ行きツアーにワーフ近くのホテルからの送迎はございません。送迎なしプランをご選択ください。　（シャングリラ、

ヒルトンケアンズ、パシフィックホテル、プルマンリーフカジノ、マントラエスプラネード、プルマンインターナショナル等）

※3歳以下のお子様は無料です。

※スキューバーダイビング（体験、ライセンス有）、シーウォーカー、グラスボトムボートなど事前予約可能です。

※ツアーにガイドは同行しません。船上に日本人スタッフが常駐しております。

※料金には燃油サーチャージが含まれますが、値上がりのある場合には乗船時、追加支払いが必要な場合がございます。

※現地にてリコンファームが必要です。

※水着着用の上での参加をお勧めします。

※グレートバリアリーフ行きツアーにワーフ近くのホテルからの送迎はございません。送迎なしプランをご選択ください。　（シャングリラ、

ヒルトンケアンズ、パシフィックホテル、プルマンリーフカジノ、マントラエスプラネード、プルマンインターナショナル等）

※3歳以下のお子様は無料です。

※スキューバーダイビング（体験、ライセンス有）、シーウォーカー、グラスボトムボートなど事前予約可能です。

実施日の５日前から１００％ 実施日の５日前から１００％

グレートバリアリーフアドベンチャー グリーン島とグレートバリアリーフアドベンチャー

※ツアーにガイドは同行しません。船上に日本人スタッフが常駐しております。

※料金には燃油サーチャージが含まれますが、値上がりのある場合には乗船時、追加支払いが必要な場合がございます。

※現地にてリコンファームが必要です。

※水着着用の上での参加をお勧めします。

※グレートバリアリーフ行きツアーにワーフ近くのホテルからの送迎はございません。送迎なしプランをご選択ください。　（シャングリラ、

ヒルトンケアンズ、パシフィックホテル、プルマンリーフカジノ、マントラエスプラネード、プルマンインターナショナル等）

※3歳以下のお子様は無料です。

※スキューバーダイビング（体験、ライセンス有）、シーニックフライトなど事前予約可能です。

※ツアーにガイドは同行しません。船上に日本人スタッフが常駐しております。

※料金には燃油サーチャージが含まれますが、値上がりのある場合には乗船時、追加支払いが必要な場合がございます。

※現地にてリコンファームが必要です。

※水着着用の上での参加をお勧めします。

※グレートバリアリーフ行きツアーにワーフ近くのホテルからの送迎はございません。送迎なしプランをご選択ください。　（シャングリラ、

ヒルトンケアンズ、パシフィックホテル、プルマンリーフカジノ、マントラエスプラネード、プルマンインターナショナル等）

※3歳以下のお子様は無料です。

※スキューバーダイビング（体験、ライセンス有）、シーウォーカー、シーニックフライトなど事前予約可能です。

実施日の５日前から１００％ 実施日の５日前から１００％

どきどきガイドと行く　グリーン島半日ツアー ２大世界遺産　熱帯雨林キュランダとグリーン島ツアー

大人料金
子供料金

（4~14歳）
大人料金

子供料金

（4~14歳）

クルーズ乗船券、モーニング/アフタヌーンティー、3時間のポンツーン滞在、シュノーケル用具レンタル、ビュッフェランチ、半潜水艦ツ

アー、エコ・リーフトーク、海中展望室入場、ケアンズ市内主要ホテル送迎（送迎ありの場合）

クルーズ乗船券、モーニング/アフタヌーンティー、2時間のグリーン島滞在、3時間のポンツーン滞在、シュノーケル用具レンタル、

ビュッフェランチ、半潜水艦ツアー、エコ・リーフトーク、海中展望室入場、ケアンズ市内主要ホテル送迎（送迎ありの場合）

大人料金
子供料金

（4~14歳）
大人料金

子供料金

（3~12歳）

日本語ガイドまたはドライバーガイド、グリーン島往復乗船料、グラスボトムボート乗船料またはシュノーケリング用具貸出料、グリー

ン島でのプール使用、ケアンズ市内主要ホテル送迎（送迎ありの場合）

市内主要ホテル送迎、日本語ガイドまたはドライバーガイド、スカイレール/キュランダ列車乗車（ｺｰｽにより異なる）、グリーン島往

復乗船券、グリーン島でのプール使用、島内ガイドウォーク、グラスボトムボート乗船またはシュノーケリング用具貸出、ランチ

世界遺産グレートバリアリーフの珊瑚礁に囲まれた島、グリーン島を日本語ガイドと一緒に

行くツアー。

13時頃には終了する、半日ツアーです。

送迎無の方は、シャングリラホテルロビー待ち合わせとなります。

ケアンズが誇る2大世界自然遺産、熱帯雨林とグレートアドベンチャー。この両方を1日で

楽しめるスペシャルツアーです。グリーン島でゆったりとグレートバリアリーフの海をご堪能頂い

た後は、熱帯雨林キュランダへ。

①キュランダ鉄道利用、②スカイレール利用、

③鉄道とスカイレール両方利用の、3つのオプションからお選びください。

所要時間 08:00~13:00 所要時間 08:00~17:30

※送迎無しの場合、08：00AMにシャングリラ・ホテル・ロビー集合となります。また終了時はケアンズワーフにて解散とな

ります。

※当ツアーには昼食は含まれません、ケアンズ帰港後もしくは島内にランチ会場にて各自お取りください。

※船内は冷房が強く効いています、パーカー等の上着をお持ちください。

※島内の施設による貸しタオルはございません、お客様本人でご用意ください。

※天候により船が揺れる場合がございます、船内バーカウンターにて無料の酔い止め配布あり（市販薬も船内販売あ

り）

【不催行日】12/25

※ご予約時に①列車 ②スカイレール ③列車＆スカイレール両方、のいずれか希望をお知らせください。

※泳ぐ方は水着やタオルはご持参下さい。レンタルはございません。

※キュランダ列車やスカイレール、各アトラクションは悪天候やメンテナンスのためご利用頂けない場合がございます。

※キュランダ列車やスカイレールの運休日はツアーは不催行となります。

※グリーン島行きの船内は冷え込む場合がございます、上着をお持ちいただく事をおすすめいたします

※貸しタオルはございません、お客様本人でご用意ください

※天候により船が揺れる場合がございます。船内バーカウンターにて無料の酔い止め配布あり。

【不催行日】12/25

実施日の５日前から５０％　３日前から１００％ 実施日の５日前から５０％　３日前から１００％
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※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。

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

※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。

最終更新日： 2020/3/5

ツアーコード： DOKI02 ツアーコード： DOKI03

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

（3~12歳）
大人料金

子供料金

（3~12歳）

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 キャンセル規定

現地催行会社 DOKIDOKI Tours (DOKI02) 現地催行会社 DOKIDOKI Tours (DOKI03)

ツアーコード： PDC01 ツアーコード： PDC02

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

（3~12歳）
大人料金

子供料金

（3~12歳）

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 キャンセル規定

現地催行会社 Port Douglas Connections (PDC01) 現地催行会社 Port Douglas Connections (PDC02)

ツアーコード： DOKI04 ツアーコード： HR1/2/3

催行日 毎日 催行日 毎日

催行人数 2名~ 催行人数 大人2名~

ｺｱﾗ写真なし AUD 95 ｺｱﾗ写真なし AUD 65

ｺｱﾗ写真付き AUD 105 ｺｱﾗ写真付き AUD 75

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 キャンセル規定

現地催行会社 DOKIDOKI Tours (DOKI04) 現地催行会社 Blazing Saddles Adventures (HR1/2/3)

オーストラリアならではの荒涼としたアウトバック、熱帯雨林などの素晴らしい景色を堪能し

ながら乗馬体験。散策しながら歩き、その自然な空間に浸ることが出来ます。お客様にあ

わせた馬選び、安全な乗り方の説明を行った後、グループに分かれてレベルにあったコースに

チャレンジして頂きます。

08：45、10：45、12：45発

(約90分）
所要時間

子供料金

（3~12歳）

※【HR1】08：45頃、【HR2】10：45頃、【HR3】12：45頃ホテル発となります。規模の出発時間をお知らせ

ください。

※長ズボン、スニーカーなどのシューズ（サンダルはNG）、Tシャツなど動きやすい服装（ノースリーブやタンクトップ

はNG）でご参加ください。その他、日焼け止め、帽子、サングラス、靴下があると便利です。

【不催行日】12/25、1/1

AUD 105
子供料金

（4~14歳）
AUD 135大人料金

※現地交通事情により、観光スケジュールの順番が入れ替わる場合があります。

【不催行日】4/25、6/7、12/25

実施日の５日前から５０％　３日前から１００％ 実施日の３日前から１００％

キュランダ高原列車やスカイレールからは世界遺産の絶景を楽しむ事ができます。また、水

陸両用車アーミダックに乗っての熱帯雨林体験や、キュランダ村でオプションもお選び頂けま

す！

●お好みチョイスは下記4つから現地にてお選びください。

①パマギリアボリジナルダンス（先住民族アボリジニダンス見学）

②動物園

③ドリームタイムウォーク（やり・ブーメラン投げ、楽器演奏見学）

④コアラタッチ写真

午後から参加できるキュランダ半日観光！

時間の無い方・半日だけで良いという方にお勧めです！！

午後半日ですが、スカイレール・キュランダ高原列車にしっかりと乗る事ができ、キュランダ村

での自由時間ではアボリジニ文化のお土産や雑貨、口コミでとっても有名になった、アイスク

リーム屋さんへ行く事も可能です。コアラの抱っこ写真を撮りたい方はコアラガーデンへ！！

所要時間 09:00~17:30 所要時間 13:00~17:30

どきどきキュランダ1日観光　デラックスコース どきどきキュランダ半日観光

※列車とスカイレールの乗車順番はお選びいただけません。

※キュランダ列車やスカイレール、各アトラクションは悪天候やメンテナンスのためご利用頂けない場合がございます。

※キュランダ列車やスカイレールの運休日はツアーは不催行となります。

※パームコーブ、ﾎﾟｰﾄﾀﾞｸﾞﾗｽ出発も追加代金にてお受けできます。詳しくはお問い合わせください。

【不催行日】12/25

※ホテル送迎時のドライバーは日本語を話さない場合がございます。

※列車とスカイレールの乗車順番はお選びいただけません。

※キュランダ列車やスカイレール、各アトラクションは悪天候やメンテナンスのためご利用頂けない場合がございます。

※キュランダ列車やスカイレールの運休日はツアーは不催行となります。

【不催行日】12/25

実施日の５日前から５０％　３日前から１００％ 実施日の５日前から５０％　３日前から１００％

世界遺産モスマン渓谷とポートダグラスツアー リゾート満喫 ポートダグラス半日ツアー

AUD 240 AUD 140 AUD 175 AUD 120

市内主要ホテル送迎、日本語ガイドまたはドライバーガイド、アーミーダック（水陸両用車）乗車、スカイレール片道乗車、キュラン

ダ列車片道乗車、ランチ（ハンバーガーまたはフィッシュアンドチップ）、お好みチョイス（①パマギリアボリジニダンス見学 or ②動

物園 or③ ドリームタイムウォーク or ④コアラタッチ写真)　）からひとつ

市内主要ホテル送迎、日本語ガイド（復路キュランダ列車乗車時から）、スカイレール片道乗車、キュランダ高原鉄道片道乗車

AUD 180 AUD 110 AUD 130 AUD 80

ケアンズまたはパームコーブ市内主要ホテル送迎、日本語(ドライバー)ガイド、昼食、シャトルバス乗車、先住民

族文化体験、国立公園入場料、昼食
ケアンズまたはパームコーブ市内主要ホテル送迎、日本語(ドライバー)ガイド、昼食

世界遺産モスマン渓谷の散策とポートダグラスの町並みを１日でお楽しみ頂けます。モスマ

ン渓谷内の散策路は熱帯特有の植物の宝庫、世界最古の熱帯雨林には恐竜時代から

姿を変えずに生存する貴重な植物がご覧いただけます。

パームコーブビーチ、ポートダグラス見晴台見学のほか、シェラトンミラージュにてハイティ・ラン

チ（ウエルカムシャンパン付、お子様はジュース）もお楽しみください。

ケアンズから北へ約70キロの所にある、リゾート感満載の街、ポートダグラスを満喫する旅。

世界のセレブからも愛される街です。美しいビーチ、お洒落なお店など、世界のセレブからも

愛される街です。シェラトンミラージュにてハイティ・ランチ（ウエルカムシャンパン付、お子様

はジュース）もお楽しみください。

所要時間 08:45~16:30 所要時間 08:45~14：30

※歩きやすい靴（サンダル可）でご参加ください。

※モスマン渓谷では泳ぐ事もできます。泳ぐ方は水着・タオル等ご用意ください。

※当日、別料金にてワイルドライフハビタットに入園可能。AUD30/大人、AUD15/子供

※パームコーブ市内ホテル発着も同料金にてご案内可能です。

※ランチ会場は予告なく変更となる場合がございます。

【不催行日】12/25

※歩きやすい靴（サンダル可）でご参加ください。

※パームコーブ市内ホテル発着も同料金にてご案内可能です。

※ランチ会場は予告なく変更となる場合がございます。

【不催行日】12/25

実施日の５日前から１００％ 実施日の５日前から１００％

半日コアラ観光 乗馬ツアー

ケアンズの定番ツアー！ケアンズ最大の動物園でコアラやカンガルー、そしてクロコダイルなど

オーストラリアの動物達に出会う事ができます★コアラはとても近くで見学する事ができ、カン

ガルーには餌付けも可能です。その他、ケアンズ北部のビーチを車窓見学、ケアンズ最大の

植物園の見学もついた見所満載にツアーです。

コアラタッチの写真付きまたは無し、午前または午後からご希望をお知らせください。

所要時間
午前　8：50~12：50

午後　13：50~17：50

大人料金

市内主要ホテル送迎、日本語ガイドまたは日本語ドライバーズガイド、ハートリース動物園入園料、クロコダイルクルーズ、カンガ

ルー＆ワラビーの餌付、子ワニ抱っこ写真（ご家族で1人・ご自身のカメラにて）、コアラタッチ写真（写真付コースの方のみ）
主要主要ホテル送迎、コーヒー＆紅茶
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※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。

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

※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。

最終更新日： 2020/3/5

ツアーコード： TENKU ツアーコード： DOKI08

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

（4~14歳）
大人料金

子供料金

（3~12歳）

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 キャンセル規定

現地催行会社 Mungalli Falls (TENKU) 現地催行会社 DOKIDOKI Tours (DOKI08)

ツアーコード： DOKI05 ツアーコード： DOKI06

催行日 毎日 催行日 毎日

催行人数 2名~ 催行人数 2名~

夕食なし AUD 70 夕食なし AUD 50

夕食付き AUD 110 夕食付き AUD 80

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 キャンセル規定

現地催行会社 DOKIDOKI Tours (DOKI05) 現地催行会社 DOKIDOKI Tours (DOKI06)

ツアーコード： DOKI10 ツアーコード： DOKI07

催行日 毎日 催行日 毎日

催行人数 2名~ 催行人数 2名~

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 キャンセル規定

現地催行会社 DOKIDOKI Tours (DOKI10) 現地催行会社 DOKIDOKI Tours (DOKI07)

AUD 185 AUD 130

市内主要ホテル送迎、日本語ドライバーガイドまたはガイド、バギーコース入園料、散策用ミニトーチ貸出、６人乗りバギー乗車

体験（６ＷＤハンヴィー乗車体験になる場合があります）、ディナー、

市内主要ホテル送迎、日本語ガイドまたはドライバーガイド、ウェルカムドリンク1杯、ジャプカイシアター入場料、ア

ボリジナルダンスショー見学、夕食（バイキング）、駐車場での星空見学とスタートーク(晴天時のみ)

※走行中は揺れが予想される為、３才未満のお子様と妊娠中や、腰が悪い方はご参加いただけません。

※乗車中や散策中に泥水等かかる場合がございます、多少汚れても問題ない服装にてご参加下さい。

※ツアー中に足場の悪いところを歩きますので、ハイヒールやビーチサンダルでのご参加はご遠慮下さい

※当日の状況により乗車頂ける乗り物は６人乗りバギーもしくは６ＷＤハンヴィーになります。

※夜間は冷え込む場合があります（夜間最低１２℃）、５月から９月は厚手のパーカーやジャケット等を各自ご用

意ください。

※お食事会場にてドリンク販売がございます。

【不催行日】4/10、4/25、12/24、12/25、12/31、01/01

※ジャプカイにチャーターが入った場合、やむを得ずツアーが催行できなくなる場合がございます

※夕食会場は冷房が効いておりますので、上着をご持参ください

※ショーの最中は施設内から出る事が出来ません

※雨天の場合、火おこしの儀式の内容が一部変更となる場合がございます

※当日の御参加者のお迎えのホテルによってはお迎えがスケジュールより早い場合やホテル帰着が遅れる場合が

あります。

【不催行日】12/25

実施日の５日前から５０％　３日前から１００％ 実施日の５日前から５０％　３日前から１００％

AUD 165 AUD 120

ナイトバギー・アドベンチャー ジャプカイ・ディナーショー

夜ツアーの中で人気絶頂！！今までのツアーとは一味違った体験をしたい方へお勧めで

す。

真っ暗な熱帯雨林の中を４WDハマーに乗って大冒険。

夜の熱帯雨林散策も真っ暗の中を歩くので、まさにどきどきツアーです。

カントリースタイルの美味しい夜ご飯もついてとってもお得なツアーです。

オーストラリアの伝統文化を楽しく学ぶツアーはこれで決定です★ 美味しいディナーもついて

とってもお得です！アボリジニーダンスや火熾しの儀式に参加できる参加型のツアーとなって

おります。チャンスがあれば、先住民アボリジニダンサーとの記念写真も可能.。晴天時には

ディナーショー終了後星空観測も行います！！！

所要時間 18:10~22:30 所要時間 18:30~21:50

大人料金
子供料金

（3~12歳）
大人料金

子供料金

（3~12歳）

天空の城 パロネラパークと神秘熱帯雨林ツアー ライトアップ・パロネラパーク～星に願いを～

AUD 180 AUD 130

ホテル送迎（復路のみ）、日本語ガイド、パロネラパーク入園料、夕食、懐中電灯、国立公園入園料 市内主要ホテル送迎、日本語ガイドまたはドライバーガイド、パロネラパーク入園料、イタリアンバイキングディナー

映画「天空の城ラピュタ」のモデルになったと言われる神秘の城パロネラパーク。世界最古の

森の世界自然遺産、ウールヌーラン国立公園内にあるマンガリーフォールズでの夕食を楽し

んだ後は夜の熱帯雨林散策、土ボタル観賞、「聖堂の樹」見学など、時の流れを忘れてし

まいそうな神秘的な夜をお過ごしいただけます。

スペインからやって来た移民ホセ・パロネラが築き育んだ夢の城、パロネラパーク。熱帯雨林

に眠るその幻想的な庭園と城は、昔からオーストラリアの人々に愛されてきました。近年、ケ

アンズで最も人気が急上昇している話題のスポットです。ケアンズを夕方出発し、夕食を食

べた後、ライトアップされたパロネラパークを訪れるロマンティックなツアーです。

所要時間 14:20~21:45 所要時間 16:10~22:00

AUD 185 AUD 135

大人料金 AUD 170

※ツアーはDFSギャラリア前出発です。往路のケアンズ市内ホテル送迎はお1人様あたり、AUD15でアレンジ可能です。

（大人・子供同額）

※歩きやすい靴と動きやすい服装でご参加ください。また、寒くなりますので上着の持参をお勧めします。特に5-9月は現

地冬季となります。

※動物はすべて野生ですので、見られない場合もございます。

※パームコーブ出発も追加代金にてお受けできます。詳しくはお問い合わせください。

※ツアー中に足場の悪いところを歩きますので、ハイヒールやビーチサンダルでのご参加はご遠慮下さい

※天候や交通事情により、予告なく行程が変更となる場合がございます。

※夜間は冷え込む場合があります（夜間最低１２℃）、５月から９月は厚手のパーカーやジャケット等を各自ご用

意ください。

※ディナー会場は地元にあるアットホームなレストランです、店内では相席をお願いしております。

※パームコーブ出発も追加代金にてお受けできます。詳しくはお問い合わせください。

【不催行日】12/25、12/31

【不催行日】12/25、12/31

実施日の３日前から１００％ 実施日の５日前から５０％　３日前から１００％

どきどき動物探検ツアー 満天の星空とワイルドアニマル探索ツアー

大人料金
子供料金

（3~12歳）

午後から出発のツアー。とにかく大自然を満喫したいという方にお勧めです。 みんな子供心

を思い出し、オーストラリアに生息するとても可愛らしい野生動物達を探しに行きます。オー

ストラリアでしか見る事ができない野生のカモノハシに出会えるカモ、、夕食はBBQディナー

で、カンガルーやワニの試食もついてとってもお得なツアーです。

夕食後に参加する事ができ、値段もリーズナブルなツアーです。

ケアンズの南方にて野生のワラビー探しと星空の見学をいたします。

また、晴天時には人生でも見た事が無いような満天の星空をご覧ください。

ご夕食付きコースのビュッフェは地元の人たちの人気店へ。

おいしくて楽しいご夕食をお楽しみください。

所要時間 13:30~21:30 所要時間
夕食なし：19:30~22:00

夕食付き：18:30~22:00

子供料金

（3~12歳）
AUD 105

市内主要ホテル送迎、日本語ガイドまたはドライバーガイド、国立公園入場料、夕食（バーベキュー） 、野鳥

観察用ミニ望遠鏡貸出、熱帯雨林散策用ミニトーチ貸出

市内主要ホテル送迎、日本語ガイドまたはドライバーガイド、星空観測（晴天時）、オージーグルメディナー(夕

食付きのみ)

※歩きやすい靴と動きやすい服装でご参加ください。また、寒くなりますので上着の持参をお勧めします。特に5-9月は現

地冬季となります。

※野生動物は自然の生き物ですので、日によって見られる動物は異なります。

※雨天時もカモノハシ探しや熱帯雨林散策を行うため、雨具をご持参ください。

※ディナー会場ではドリンク販売も行っています。現金販売のみとなっています。

※パームコーブ、ﾎﾟｰﾄﾀﾞｸﾞﾗｽ出発も追加代金にてお受けできます。詳しくはお問い合わせください。

※5月～9月の夜間は冷え込む場合がございます、上着をご持参下さい（最低気温12℃から18℃程）

※雨天や曇り、特に満月時は星が見え辛くなる場合がございます、予めご了承ください

※南十字星は時期により見学不可（9月頃から3月頃まで）。また時期によって星空の観測場所や動物を探す場所

が変わる場合があります

【夕食付の不催行日】4/10、12/25

実施日の５日前から５０％　３日前から１００％ 実施日の５日前から５０％　３日前から１００％
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※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。

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

※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。

最終更新日： 2020/3/5

催行日 毎日 催行日 毎日

催行人数 1名~ 催行人数 2名

1ダイブ AUD 265

2ダイブ AUD 315

3ダイブ AUD 345

キャンセル規定 キャンセル規定

現地催行会社 Deep Sea Divers Den (DSID) 現地催行会社 Skydive Australia (SKYD)

ツアーコード：
①NBALH

②NBALHX
ツアーコード：

①F1G/F1S

②F2

催行日 毎日 催行日 毎日

催行人数 　2名~ 催行人数 2名~

①30分 AUD 290 ①30分 AUD 250 ①パス１ AUD 110 ①パス１ AUD 55

②ｴｸｽﾌﾟﾚｽ 30分 AUD 320 ②ｴｸｽﾌﾟﾚｽ 30分 AUD 280 ②パス２ AUD 120 ②パス２ AUD 60

注意事項 注意事項

キャンセル規定 キャンセル規定

現地催行会社 Raging Thunder Adventures (NBALH/NBALHX) 現地催行会社 Raging Thunder Adventures (F1G/F1S/F2)

フィッツロイ島 アドベンチャーパッケージ

大人料金
子供料金

（4~14歳）

ケアンズの西方にある街マリーバは、世界で最も晴天率が高い地域のひとつで、熱気球を

上げるには格好の場所です。マリーバ地区での最高飛行高度は、厳格に定められており、

それを熟知しているパイロットは、天候の許す限り 出来るだけ高く遠く飛べるよう、離陸地

点を注意深く選んでおります。大気を感じ、風と共に流れ、大自然に驚く、心洗われるひと

ときをお楽しみください。

アクティビティの貸出をセットにしたお得なフィッツロイ島アクティビティパッケージです。フィッツロ

イ島内にはウォーキングトラックもあるので、泳がれないお客様は熱帯雨林散策もお楽しみ

頂けます。また、海も大変キレイなので、シュノーケリングにも最適です。ビーチハイヤー裏に

あるレストラン、売店、トイレのご使用も可能です。

熱気球ツアー

ﾌｨｯﾂﾛｲ島発：10:00/14:00/16:00

ケアンズ発：9:00/11:00/15:00

子供料金

（4~14歳）
大人料金

※環境保護税等として次の料金を参加当日直接お支払いください。(料金が変更となる場合があります。)

AUD5（パス1、パス2ご参加の方）、AUD10（シーカヤックご参加の方）

※パス1ご参加の方は予約時にグラスボトムボートもしくはシュノーケルセットどちらかお選びください。

※パス1、パス2に参加の方は、8歳以上かつ身長120cm以上が必要です。

※シュノーケルセットやライフジャケット等をご利用の際に、保証金またはクレジットカード詳細が必要となります。返却時に返金され

ます。

※追加代金でケアンズ市内またはパームコーブエリアの送迎を付けられます。

※送迎サービスを付けられない場合には、出航時間の45分前までに各自チェックインしてください。

チェックイン場所： ケアンズ港、REEF FLEET TERMINAL

※追加代金でランチ付プランも選択可能です。

※お荷物はお一人様1つのみ持ち込み可能（飛行機内持ち込み可能な大きさのもの）

※天候などの諸事情によりツアー内容が大きく変更・中止となる場合がございます。

※参加時にツアー催行会社の免責同意書へのサインが必要です。

※ツアー中に発生した負傷、損傷、疾病、盗難、紛失等につきまして、応急処置等は致しますが、責任は負い兼ねます。

※海外旅行保険に加入されることを強くお勧めします。

※24時間前までのリコンファームが必要です。

ツアーに

含まれるもの

往復フェリー、海上トランポリン、 + 各コースに含まれるもの

パス1：グラスボトムボート（F1G)　または　シュノーケルセット（F1S)、スタンダップパドル、パドルスキー

パス2：グラスボトムボート、シュノーケルセット、スタンダップパドル、パドルスキー

ツアーに

含まれるもの

日本語スタッフによる説明、インストラクター（英語または日本語）、飲み物／昼食／乗船費／スキューバダイビング器材・ウェア

一式／シュノーケル器具（シュノーケル、マスク、フィン）

注意事項

※政府環境管理費(EMC)/管理費・燃油費等として別途AUD20を参加当日直接お支払いください。

※ツアーにガイドは同行しませんが、日本人スタッフが乗船しております。ダイビング前の説明は通常日本語でされますが、場合に

よっては水中ガイドは英語ガイドになる場合がございます。

※ダイビング前8時間以内の飲酒は禁止となります。

※ダイビング前後に飛行機の搭乗・熱気球・スカイダイビングなどをされる方

【1ダイブ】　12時間以内の搭乗／参加はできません。

＊航空会社により、24時間以上空けないと搭乗できない場合がございます。利用航空会社の指示に従ってください。

【2・3ダイブ】　24時間以内の搭乗／参加はできません。

※水着着用の上でのご参加ください。

※送迎サービスはございませんので出航時間までに各自チェックインしてください。

チェックイン場所： REEFQUEST号 -　B FINGER IN CAIRNS MARLIN MARINA

※18歳未満は保護者の同伴が必要です。安全上の理由により保護者が18歳未満のみを船上に残してアクティビティ(体験ダイ

ビング、シュノーケリング等)にご参加いただくことはできません。

※妊婦の方は参加できません。

※喘息や気胸など呼吸器系の病気やてんかんや高血圧などの循環器系の病気、糖尿病などの既往症のある方はダイビングが出

来ない場合が御座いますので予めお申し出下さい。

※ツアースケジュールは天候、交通状況等により変更、中止になる場合があります。

※貴重品・お荷物の管理はお客様ご自身でお願いします。

※エアコンが効いているため、寒い場合があります。

※海外旅行傷害保険の加入をお勧めします。

※ダイビング以外の時間は、シュノーケリングでお楽しみください。

所要時間

所要時間 8:00~16:30 所要時間 約3時間

実施日の５日前から１００％ 実施日の３日前から１００％

子供料金

（11歳以下）
ご参加頂けません 大人料金 ご参加頂けません

子供料金

（11歳以下）
AUD 329

市内主要ホテル送迎、タンデムスカイダイビング（約60秒）、スカイダイブ証明書
ツアーに

含まれるもの

※APF（オーストラリアン・パラシュート協会）登録料およびAPF LEVY（パラシュート税）として別途AUD35を、参加当

日現地にてお支払いください。

※ツアー時間は天候等により変更になる場合があります。余裕をもったスケジュールをお勧めします。

※95㎏以上の方はお申し込み時にお申し出ください。現地にてハーネス調整代金としてAUD50~が必要です。体重110kgを超

える方は当ツアーに参加いただけない場合がございます。また天候などのコンディションにより、体重110kg以下の方でも当日スカイ

ダイブをご遠慮いただく場合がございます。

※スカイダイビング参加の8時間以内に飲酒された方はご参加頂けません。

※スカイダイビング参加の24時間以内にスキューバダイビングをされた方はご参加頂けません。スカイダイビング後もスキューバーへの

ご参加は控えることをお勧めいたします。

※12歳以上のお子様が参加できます。

※18歳未満のお客様の参加には親権者の同意が必要です。祖父母など親権者以外が同行される場合は、親御様のサインが

入った顔写真付きパスポートのコピーの掲示と、親御様が全ての必要項目を記入(パスポートと同様のサイン含む)した専用フォー

ムの提出が義務付けられております。

※紐付のスニーカー着用でご参加ください。（サンダル不可）

※耳に何らかの不安や病気を抱えている方は、医師の診断書をご持参ください。診断書のご持参がなく、現地にて耳の問題が発

覚した際は、スカイダイビングにご参加いただけない場合もございます。

※24時間前までのリコンファームが必要です。

※ご案内・説明はすべて英語でのご案内となります。

注意事項

実施日の３日前から１００％

世界遺産グレートバリアリーフと熱帯雨林を眼下にスカイダイビングに挑戦！経験豊富なイ

ンストラクターとタンデムでケアンズの空へ。上空4,500メートル（15,000フィート）からダ

イブ！パラシュートが開くまで、時速220キロ、最大60秒間のフリーフォールを体験して頂け

ます。

★参加希望時間(チェックイン時間)をご予約時にお知らせください

　チェックイン時間：　05:30～11:30 1時間毎

　※ご希望に添えない場合がございますので、第2希望もお知らせください。

実施日の３日前から１００％

所要時間
①30分：04:00~10:00

②ｴｸｽﾌﾟﾚｽ30分：04:00~08:30

ケアンズまたはパームコーブ市内主要ホテル送迎、日本語案内書面、30分熱気球飛行、熱気球フライト証明書、朝食（エクス

プレスはBOX朝食）、バルーンとバスケットの片付けお手伝い（ｴｸｽﾌﾟﾚｽには含まれません）

ツアーに

含まれるもの

※環境保護税等として別途AUD30を参加当日直接お支払いください。(2020年2/7～19の参加の場合、ピークシーズン

サーチャージを含んだAUD60を当日お支払いください。)

※出発・帰着時間は、季節やホテルの場所により多少異なります。

※天候、交通状況や諸事情によりツアー内容が大きく変更・中止となる場合がございます。

※動きやすく汚れてもよい靴・服装でご参加ください。

※気球搭乗時手回り品はお持ち頂けないので、貴重品の持参はお控えください。

※ｴｸｽﾌﾟﾚｽｺｰｽは30分の飛行後、片付けの手伝いをせず市内へ戻ります。

※3歳以下のお子様・妊娠中の方はご参加頂けません。18歳以下の方は保護者同伴が必須となります。

※参加時にツアー催行会社の免責同意書へのサインが必要です。

※熱気球ツアーは心身ともに健康で、自力での歩行、直立（最低30分以上）、バスケットへの乗り降りが可能な方で、指定年

齢以上であれば参加できます。また、障害や持病をお持ちの方は必ずご予約時にお申し出ください。ご予約をお断りさせていただく

場合や、参加当日現地にてパイロットの判断により、搭乗をお断りする場合があります。予めご了承ください。もしなんらかの病状を

持っているか、または身体的にツアー参加可否が不明確な場合は、ご予約前に医師へご相談することをお勧めします。

※車椅子でのご参加、自力での歩行、熱気球バスケットへの乗り降りができない方、耳の不自由な方はご参加いただけません。

※ツアー中に発生した負傷、損傷、疾病、盗難、紛失等につきまして、応急処置等は致しますが、責任は負い兼ねます。

※熱気球の着陸の際には多少衝撃が伴い、天候や地形などの状況によりバスケットが倒れる場合もありますが、通常の着陸で

す。

※海外旅行保険に加入されることを強くお勧めします。

※24時間前までのリコンファームが必要です。

※①は追加代金でポートダグラス発着も可能です。（ただし、2021年2/7～19の参加は不可）

※②のエクスプレスは、ケアンズ市内発着のみとなります（パームコーブエリアは不可）。

【不催行日】12/25、1/1

体験ダイビング ツアーコード： DISD

大人料金

(12歳以上)

15000ft　スカイダイビング ツアーコード： SKYD
REEFQUEST号で、1500種の魚、4000種の海生哺乳類、200種の鳥たちの住む海

の楽園、巨大珊瑚礁グレートバリアリーフへ。ケアンズ近郊の多数のポイントの中から、その

日のベストポイントへ船長がご案内します。 経験のある日本人スタッフがしっかりご説明い

たしますので、初めての方でも安心してご参加頂けます。水中でのインストラクターは基本

英語です。ダイビング時間：約30分/本、最大水深：12m。

4 / 5 ページ



※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。

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

※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。

最終更新日： 2020/3/5

ツアーコード： ATR ツアーコード： CBL

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

(12歳以下）
大人料金

子供料金

(12歳以下）

含まれるもの 含まれるもの

注意事項 注意事項

キャンセル規定 キャンセル規定

現地催行会社 Raging Thunder Adventures (ATR) 現地催行会社 Raging Thunder Adventures (CBL)

ツアーコード： MCC ツアーコード： PDC03

催行日 毎日 催行日 毎日

催行人数 1名~ 催行人数 　2名~

AUD 220

AUD 235

AUD 115

AUD 115

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 キャンセル規定

現地催行会社 Ocean Spirit Cruises (MCC) 現地催行会社 Port Douglas Connections (PDC03)

AUD 256

送迎無し AUD 119

送迎あり AUD 139

実施日の５日前から１００％

AUD 169 ご参加頂けません

市内主要ホテル送迎（往路日本語ドライバーガイド、復路英語ドライバー）、18ホールグリーン料金、電動カート（Mirage

Country Club, Palmer Sea Reef GCのみ。※Cairns GCとHalf Moon Bay GCは手動カートになります。追加代金で電

動カートの利用も可能です。）

所要時間
ご希望のTEE OFF時間を

　　ご連絡ください。

※原油価格の変動により、燃油費の支払いが必要になる場合がございます。

※稀に天候の事由によりミコマスケイに上陸できない場合があります。その際は沿岸に停泊し、リーフのみお楽しみいただ

きます。

※送迎無しの場合、出航時間までに各自チェックインしてください。

チェックイン場所：リーフフリートターミナル オーシャン・スピリット／グレート・アドベンチャーズ・カウンター

カウンターは午前7時から受け付けしています。早めにチェックインをし、ボーディングパスを受け取ってください。

※現地にてリコンファームが必要です。

※水着着用の上での参加をお勧めします。その他、カメラ、タオル、水着、帽子、歩きやすい靴、日焼け止め、サングラ

ス、着替えなどをご用意ください。

※3歳以下は無料で参加いただけます。

※パームコーブ出発も追加代金にてお受けできます。詳しくはお問い合わせください。

※体験ダイビングやシュノーケリングの追加手配も可能です。詳しくはお問い合わせください。

【不催行日】12/25

※プレイ中はガイドは同行しません。

※グローブ、ボール、ティー、マーカーはご用意頂くか、現地にてご購入下さい。

※クラブ/シューズのレンタルご希望の場合には、ご予約時にお申し出ください。お支払いは現地となります。

スタンダードクラブ AUD35　/　VIPクラブ　AUD55　/　シューズ(orスニーカー)　AUD10

※レンタルシューズはスニーカーになる場合もございます。レンタルシューズに限りがございますので、ご自身でご持参されることをお勧

めします。

＜ご注意ください＞ゴルフバッグやシューズは入国の際に厳しいチェックが入ります。バッグ底、靴底の土など洗って綺麗な状態でご

持参ください。土などが付いている場合、空港にて没収される場合がございますのでご注意ください。

※往路は日本語ドライバーガイドがご案内しますが、復路は英語ドライバーになります。

※襟付きシャツ、ソックス着用にてご参加ください。

※パームコーブ市内発着・ポートダグラス市内発着も手配可能です。詳しくはお問い合わせください。

【不催行日】12/25

④Half Moon Bay GC （初級~中級者向け）

ミコマスケイクルーズ

ミコマスケイは世界遺産グレートバリアリーフのサンゴ礁に囲まれた、美しい純白の砂で出来

た手つかずの砂州です。海鳥の宝庫としても有名で保護区域にも指定され、美しい白砂と

紺碧のグレートバリアリーフとのコントラストはすばらしい眺めです。　ミコマスケイご到着後

は、半潜水艦、シュノーケリング、ビーチ散策、体験ダイビングなどをお楽しみ頂けます。

ビュッフェスタイルランチも人気が高いです。約4時間のミコマス・ケイ滞在となります。

所要時間
08:00~17:00

（ケアンズ港発着時間）

③Cairns GC（初級~中級者向け）

大人・子供

同料金

最近女性プレイヤーも増加中の人気スポーツ、ゴルフ。オーストラリアでは気軽・手軽・安価

に楽しめるスポーツとして、若者からお年寄りまで幅広く人気があります。リゾートゴルファーに

人気の高いケアンズのゴルフ場は、抜けるような青空と緑の芝生のコントラストは見事。ここ

ではリラックスして、ちょっぴりラフにゴルフを楽しめます。

大人料金
子供料金

（4~14歳）

送迎無し AUD 226

送迎あり

実施日の３日前から１００％　※5名以上の場合には別途規定が設定されます。

ゴルフツアー

※環境保護税等として別途AUD30を参加当日直接お支払いください。(料金が変更となる場合があります。)

※出発・帰着時間は、季節やホテルの場所により多少異なります。

※全身濡れますので、水着着用の上ご参加ください。その他、着替え/タオル/かかとが固定される濡れてもよい靴/日焼け止めなど

をお持ちください。

※天候、交通状況や諸事情によりツアー内容が大きく変更・中止となる場合がございます。

※12歳以下のお子様、妊娠中の方はご参加頂けません。

※障害をお持ちの方、心臓病、糖尿病、喘息、癲癇、中耳、気管支等の持病をお持ちの方はご予約の際に必ずお申し出くださ

い。ツアーによってはご参加頂けない場合もあります。もしなんらかの病状を持っているか、または身体的にツアー参加可否が不明

確な場合は、ご予約前に医師へご相談することをお勧めします。

※参加時にツアー催行会社の免責同意書へのサインが必要です。

※16歳以下の方は保護者同伴が必須となります。17歳の方は免責同意書へ保護者署名が必要となります。

※ツアー中に発生した負傷、損傷、疾病、盗難、紛失等につきまして、応急処置等は致しますが、責任は負い兼ねます。

※ラフティング中は現金や貴重品はツアーにお持ちにならないでください。

※海外旅行保険に加入されることを強くお勧めします。

※24時間前までのリコンファームが必要です。

【不催行日】1/1

※保険料等として別途AUD30を参加当日直接お支払いください。(料金が変更となる場合があります。)

※出発・帰着時間は、季節やホテルの場所により多少異なります。

※全身濡れますので、水着着用の上ご参加ください。その他、着替え/タオル/かかとが固定される濡れてもよい靴/日焼け止めなど

をお持ちください。

※天候、交通状況や諸事情によりツアー内容が大きく変更・中止となる場合がございます。

※12歳以下のお子様、妊娠中の方はご参加頂けません。

※障害をお持ちの方、心臓病、糖尿病、喘息、癲癇、中耳、気管支等の持病をお持ちの方はご予約の際に必ずお申し出くださ

い。ツアーによってはご参加頂けない場合もあります。もしなんらかの病状を持っているか、または身体的にツアー参加可否が不明

確な場合は、ご予約前に医師へご相談することをお勧めします。

※参加時にツアー催行会社の免責同意書へのサインが必要です。

※16歳以下の方は保護者同伴が必須となります。17歳の方は免責同意書へ保護者署名が必要となります。

※ツアー中に発生した負傷、損傷、疾病、盗難、紛失等につきまして、応急処置等は致しますが、責任は負い兼ねます。

※ラフティング中は現金や貴重品はツアーにお持ちにならないでください。

※海外旅行保険に加入されることを強くお勧めします。

※24時間前までのリコンファームが必要です。

※追加代金でポートダグラス発着も可能です。

【不催行日】12/25

実施日の３日前から１００％ 実施日の３日前から１００％

①Mirage Country Club （中級~上級者向け）

②Palmer Sea Reef GC （初級~上級者向け）

AUD 129 ご参加頂けません

ケアンズまたはパームコーブ市内主要ホテル送迎、日本語案内、リバーガイド、BBQランチ ケアンズまたはパームコーブ市内主要ホテル送迎、日本語案内書面、リバーガイド

タリー川1日ラフティング バロン川半日ラフティング

最長14キロのコースには44ヶ所もの早瀬があり、世界的にも有名な激流を、経験豊富な

ラフティングガイドと共にチャレンジ！周りの美しい熱帯雨林には、着生植物や大きなシダ植

物、ユリシスバタフライ等の数多くの動植物が生息しています。そんな環境の中でのラフティ

ングやBBQランチはここタリー川でしか味わう事の出来ない体験です。

ケアンズ市内からわずか20分で壮大なバロン渓谷国立公園に到着。素晴らしい熱帯雨

林の景色を楽しみながら、適度な急流で本場のラフティングの醍醐味を満喫していただけま

す。ラフティング終了後はプラシッド湖畔にてコーヒー紅茶を楽しみながら、当日のラフティン

グ写真をお買い求めいただけます。

所要時間 06:30~18:30

クルーズ乗船券、モーニング/アフタヌーンティー、ランチ、レンタルシュノーケル器材、半潜水艦によるサンゴ鑑賞、海洋生物学者に

よるプレゼンテーション、鳥類保護区のガイド付き自然ツアー、ケアンズ主要ホテル送迎（往復・送迎ありの場合）

所要時間 14:00~18:00
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