
※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。

ツアーコード： GOR1 ツアーコード： GOR2

催行日 毎日 催行日

催行人数 2名～ 催行人数

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 実施日の３日前から５０％　２日前から１００％ キャンセル規定 実施日の３日前から５０％　２日前から１００％

現地催行会社 GOGO TOURS (GOR1) 現地催行会社 GOGO TOURS (GOR2)

ツアーコード： BGORS ツアーコード： PEN1/2/3

催行日 催行日 毎日

催行人数 4名～ 催行人数 2名～

注意事項

キャンセル規定 キャンセル規定 実施日の３日前から５０％　２日前から１００％

現地催行会社 BUNYIP TOURS (BGORS) 現地催行会社 GOGO TOURS (PEN1/2/3)

ツアーコード： JMG02 ツアーコード： ATL02

催行日 毎日 催行日

催行人数 2名～ 催行人数 大人2名～

注意事項

キャンセル規定 実施日の５日前から50＆、３日前からから１００％ キャンセル規定 実施日の５日前から５０％　３日前から１００％　

現地催行会社 JMG Tours (JMG01） 現地催行会社 AUSTRALIAN TOUR LINK (ATL01)

ペンギンパレードと動物ふれあいの旅 サンセットドライブ＆星空ペンギン

メルボルンで人気No1のツアーをお楽しみください。太陽が沈んで浜から上

がってくるペンギンを是非お楽しみください。

①食事なし

②ステーキ・魚メニュー

③ロブスターサラダメニュー

④子供メニュー（2～11歳限定）

のいずれかからお選びください。

市内近郊のペンギン観察スポットは、知る人ぞ知る穴場スポット。専用車で効率よく

巡り、移動時間が少ないのでお子様連れやご家族、ご年配の方でもお気軽に参加いた

だけます。芸術家の集まる海沿いの街・セントキルダではメルボルン市内とはまた

違った雰囲気を楽しめます。ブライトンビーチのカラフルなビーチボックスやルナ

パークは多くの有名人もお忍びで訪問する人気スポット。お天気がよければ南十字星

もご覧いただけます。

所要時間 所要時間
月・水・金・日 冬季（4/1～10/3）：15:00～18:30

夏季（10/4～3/31）：19:00～22:30

大人料金 AUD 130
子供料金

(2～11歳)

14:00～22:30 (4/8～10/7)

14:30～23:15 (10/7～4/8)

大人料金

① AUD 171 子供料金

(2～11歳)

① AUD 120

② AUD 221

③ AUD 236

ツアーに

含まれるもの

グレートオーシャンロード&土ボタルツアー 

注意事項

大人料金

メルボルンから約2時間のドライブで、野生のフェアリーペンギンが生息するフィ

リップ島へ向かいます。日没後、可愛らしいリトルペンギンたちが巣を目指して海か

ら上がってくる姿は、実にけなげで感動的。途中動物園にも立ち寄り、コアラ、カン

ガルー、ウォンバットなどもご覧いただけます。

①一般観覧席・食事なし(PEN1)

②特別観覧席・食事なし(PEN2)

③特別観覧席アンダーグラウンド・食事なし(PEN3)

※夕食ｵﾌﾟｼｮﾝをつけることも可能。

毎日

最終更新日： 2020/1/10

※一般観覧席は、石段に座ってペンギンを見るエリアです。特別観覧席は一般観覧席より人数が少なく、より間近

でペンギンが見られる席です。アンダーグラウンドは特別観覧席の下に設けられたペンギンをペンギン目線で見ら

れる観覧席です。ペンギンからは人間が見えないようにスモークガラスになっています。

※ペンギン見学時のカメラ・ビデオ撮影は一切禁止されております。

※天候が変わりやすいので、上に羽織れる服装と雨具をご用意ください。

※夕食ｵﾌﾟｼｮﾝをつけることも可能です。ロブスター（AUD66/人）、フィッシュ＆チップスまたはステーキ

（AUD52/人）からお選びください。

不催行日：12/25, 12/26

※全走行距離が約600km,ツアーの所要時間が11-12時間かかります。各自の体調を考慮した上でツアーにご参加く

ださい。

※天候がとても変わりやすいエリアです。上着（フリ―スなど）、雨具をご用意ください。

※森林での30分程度のウォーキングが含まれています。歩きやすい靴（ハイヒール不可）でご参加ください。

※食事は含まれておりません。各町のレストランで各自お取りください。

※土ボタルのフラッシュ写真・ビデオ撮影は禁止されております。

主要ホテル送迎、英語ガイド、国立公園入園料

※全走行距離が約600km、ツアーの所要時間が11-12時間かかります。各自の体調を考慮した上でツアー

にご参加ください。また車酔いがご心配なお客様は、ツアー出発前（30分くらい）に酔い止めの薬を服用

下さい。

※天候がとても変わりやすいエリアです。上着（フリ―スなど）、雨具をご用意ください。

※森林での30分程度のウォーキングが含まれています。歩きやすい靴（ハイヒール不可）でご参加くださ

い。

※食事は含まれておりません。各町のレストランで各自お取りください。

不催行日：12/25, 12/26

所要時間

子供料金

(4～12歳) ② AUD 204

① AUD 186 ① AUD 156

② AUD 186

③ AUD 205

主要ホテル送迎、日本語ドライバーガイド、ワイルドライフパーク入園料

メルボルンの西海岸、約280kmを走る世界で最も美しい海岸線のグレー

トオーシャンロード。ツアーのハイライトはポートキャンベル国立公園に

ある12人の使徒の奇岩。大海原にそびえ立つ50ｍ近い巨大な奇岩の数々

に圧倒されること間違いなしです。その他にも野生のカンガルー＆コアラ

ウォッチング、温帯雨林でのウォーキングと距離を感じさせない内容のツ

アーです。

所要時間

グレートオーシャンロードツアー

毎日（4月～9月）

2名～

大人料金

グレートオーシャンロードの12使徒奇岩群での夕日はあなたが決して忘れる事

はない経験となるでしょう。遅めの朝に出発し混雑を避け、世界でトップ10に

入るロードトリップへと向かいましょう。限りなく自然のままのビーチが見

え、のどかな海辺の村を通り抜けます。毎シーズン、世界一の美しさを誇る沿

岸道路の一つであるグレートオーシャンロードの美しさに感動することでしょ

う。

冬季限定ツアー！（4月～9月）

このツアーでは、サンセット時に12人の使徒をご覧になれます。日没後、メルバ

ガリー州立公園にて南半球でしから見られないとても幻想的な土ボタルを見学。

この奇岩・土ボタル以外にも、野生のカンガルー＆コアラウォツチングも。

08:30～20:00

グレートオーシャンロード サンセットツアー ペンギンパレード&ワイルドライフパークツアー

ツアーに

含まれるもの

所要時間

主要ホテル送迎、日本語ドライバーガイド

14:30～00:00 (10月～3月)

AUD 240AUD 264 AUD 250AUD 270

10:00～23:00

AUD 95

9：00～22：00 (4～9月)

10：00～00：00 (10月～3月)

実施日の５日前から５０％　３日前から１００％

ツアーに

含まれるもの

子供料金

(3～12歳)

所要時間
13:00～22:30 (4～9月)

※ツアーの時間が12-13時間かかります。各自の体調を考慮した上でツアーにご参加ください。また車酔

いがご心配なお客様は、ツアー出発前（30分くらい）に酔い止めの薬を服用下さい。

※天候がとても変わりやすいエリアです。上着（フリ―スなど）、雨具をご用意ください。

※歩きやすい靴（ハイヒール不可）でご参加ください。

※4歳未満のお子様はご参加頂けません。

※48時間前までのリコンファームが必要です。

※バスの中ではWIFIがご利用いただけます。専用アプリから日本語ガイドをダウンロード可能です。

不催行日：12/25

上記以外にもスポーツイベント時等は不催行になる場合がございます。予約時にご確認ください。

日本語ガイド、バス代、ペンギンリザーブ入場料、自然動物公園入場料、食事（食事つき

コースのみ）

②【ステーキ・魚メニュー】

スープ、ステーキ（または魚）とサラダ添え、チップス、コーヒー／紅茶

③【ロブスターサラダメニュー】

スープ、ロブスターサラダ、チップス、コーヒー／紅茶

④【子供メニュー 】

チキンナゲット＆チップス／ピザ＆チップス／フィッシュ＆チップスのうちのいずれか＋ソフトドリンク

※夜間は冷えますので、暖かい服装をご準備ください。

※食事なしコースの方は、レストランにてメニューからご注文いただけます。

※クリスマスデーは、自然動物公園ではなく、コアラ保護区の観光となります。

※レストランの状況により、ディナーの場所は予告なく変更となる場合がございます。

※ピックアップホテル：クラリオンスイートゲイトウェイホテル、ノボテルホテルのいずれかとなりま

す。

不催行日：12/25, 12/26

④ AUD 140

大人と同額

ツアーに

含まれるもの
日本語ガイド、専用車、市内ホテル送迎、セントキルダ街散策マップ

注意事項

【スケジュール】市内ホテル出発⇒ セントキルダ 街散策⇒ ブライトンビーチ 散策 (カラフルビーチボックス / サ

ンセット鑑賞）⇒　セントキルダ桟橋にてペンギン観察　⇒市内ホテルにて終了

・出発時間は日没時間によって変動します。お申し込みの際にご確認ください。

・行程の訪問順序は、予告無しに変更になる可能性がございます。

・ペンギンは野生動物のため、見ることができない場合がございます。

・サンセットや星空は、天候により見ることができない場合がございます。

・ペンギン観察場所はフィリップ島ではございません。

不催行日：4/10・12・13、6/8、12/25・28、1/1、3/8

③ AUD 228

AUD 115

主要ホテル送迎、日本語ドライバーガイド、ワイルドライフパーク入園料、ペンギンパレード見学

料
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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。

※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： 2020/1/10

ツアーコード： ATL01 ツアーコード： ATL04

催行日 毎日 催行日 毎日

催行人数 大人1名～ 催行人数 大人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 実施日の５日前から５０％　３日前から１００％　 キャンセル規定 実施日の５日前から５０％　３日前から１００％　

現地催行会社 AUSTRALIAN TOUR LINK (ATL01) 現地催行会社 AUSTRALIAN TOUR LINK (ATL04)

ツアーコード： DAN1 ツアーコード： DAH1

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 実施日の３日前から５０％　２日前から１００％ キャンセル規定 実施日の３日前から５０％　２日前から１００％

現地催行会社 GOGO TOURS (DAN1) 現地催行会社 GOGO TOURS (DAY1)

ツアーコード： DAY1 ツアーコード： JMG01

催行日 毎日 催行日

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 実施日の３日前から５０％　２日前から１００％ キャンセル規定 実施日の５日前から50＆、３日前からから１００％

現地催行会社 GOGO TOURS (DAY1) 現地催行会社 JMG Tours (JMG01）

大人料金

日本語ガイド、コーヒーまたは紅茶1杯

AUD 120AUD 170

パッフィンビリーとワイナリーツアー

100年にわたって走っている蒸気機関車「パッフィンビリー」に乗車、緑豊かな

国立公園で心を癒していただけます。その後、オーストラリアで代表するワイン

の産地「ヤラバレー」観光です。世界的に有名なワイナリー「ドメイン・シャン

ドン」のシャンパンも試飲いただけます。メルボルンっ子の自慢のワイナリーを

是非訪問してください。

所要時間

※気象庁よりTOTAL FIRE BAN（山火事の危険な日）の警告が出された場合には、パッフィンビリー蒸気

機関車の代わりにディーゼル列車利用になります。

※昼食は数々の賞を受賞したミートパイ専門店、PIE IN THE SKYを予定していますが、ご利用できない

場合は、代替レストランを利用します。

※天候がとても変わりやすいエリアです。上着（フリ―スなど）、雨具をご用意ください。

※18歳未満の方は、ワイナリーでのワイン試飲はできません。ノンアルコールのお飲み物は提供できませ

んので予めご了承下さい。

不催行日：12/25, 12/26

火曜日を除く毎日

AM：10：00～11：00

PM：14：00～15：00

デリシャスナイト　ｲﾀﾘｱﾝﾃﾞｨﾅｰとﾕｰﾚｶｽｶｲﾃﾞｯｷからの夜景

8:40～17:00

所要時間

※タウンホール前にご集合ください。ツアー終了は、州立図書館前となります。ホテル送迎はございませ

ん。

※目的地へは全て徒歩での移動となります。

※行程の訪問順序は、当日の交通状況、店頭などにより変更となる場合がございます。

※ご予約時に午前または午後の希望をお知らせください。

不催行日：4/10・25、12/25・26・28、1/1・26

ファミリー、動物好きが楽しめる自然と動物が一杯のツアー。メルボルンから北

に向かって70kmに位置するダンデノン国立公園で、大自然を体験。名物、パッ

フィンビリー蒸気機関車に乗車。ヒ―ルスビル鳥獣保護区は、絶滅危惧種を保有

しているオーストラリア最大の保護区。

カモノハシ、コアラ、カンガルー、

タスマニアンデビル等を見学します。

所要時間 08:40～17:00

メルボルンから北に向かって約70kmに位置するダンデノン州立公園。標

高約600mのダンデノン山を始め、お洒落なカフェや雑貨屋さんなどがあ

り、夏は避暑地としても大人気です。こちらのツアーでは蒸気機関車パッ

フィンビリーに乗車するほか、野鳥の餌付け体験も！お昼は現地の人にも

大人気のミートパイ専門店でのランチをお楽しみ下さい。半日ツアーなの

で午後も有意義に過ごせます。

ダンデノン半日ツアー ダンデノン国立公園&ヒールスビル鳥獣保護区ツアー

※セント・ポール大聖堂正面玄関前 (フリンダースストリート沿い) 出発前にご集合ください。ホテル送迎はござい

ません。

※目的地へは全て徒歩での移動となります。

※お食事メニューは前菜（ガーリックピザ）、メイン4種類から１つ選択（チキン、ビーフ、フィッシュ、リゾッ

ト）、デザート（ティラミスorジェラート）を予定しております。メニューは予告なしに変更にとなる場合があり

ます。

不催行日：4/10・25、12/25・26、1/1、1/26

08:40～14:10

※アルコール類の試飲は20歳以上の方に限ります。

※軽装でご参加いただけます。

※ランチはオーストラリアン・カントリースタイルバイキングとなります。主なメニューはローストビーフ、温野

菜、生野菜サラダ、コーヒー又は、紅茶、グラスワイン（赤・白）となります。予告なく変更となる場合がござい

ます。

※グループの人数によりドメインシャンドンは予約ができない場合があります。その場合は、デボトリかロッチ

フォード、パントロードワイナリーに行きます。

※ピックアップホテル：クラリオンスイートゲイトウェイホテル、ノボテルホテルのいずれかとなります。

不催行日：4/10、12/25, 12/26

ダンデノン&ヤラバレー1日ツアー

主要ホテル送迎、日本語ドライバーガイド、パッフィンビリー蒸気機関車乗車代、昼食

（ミートパイセットと紅茶又はコーヒー）

主要ホテル送迎、日本語ドライバーガイド、パッフィンビリー蒸気機関車乗車代、昼食（ミートパ

イセットと紅茶又はコーヒー）、ヒールスビル鳥獣保護区入園料

※気象庁よりTOTAL FIRE BAN（山火事の危険な日）の警告が出された場合には、パッフィンビリー蒸気機関車の

代わりにディーゼル列車利用になります。

※昼食は数々の賞を受賞したミートパイ専門店、PIE IN THE SKYを予定していますが、ご利用できない場合は、代

替レストランを利用します。

※天候がとても変わりやすいエリアです。上着（フリ―スなど）、雨具をご用意ください。

※ヒールスビル鳥獣保護区では約2時間の自由見学となります。

不催行日：12/25, 12/26

※気象庁よりTOTAL FIRE BAN（山火事の危険な日）の警告が出された場合には、パッフィンビリー蒸気

機関車の代わりにディーゼル列車利用になります。

※昼食は数々の賞を受賞したミートパイ専門店、PIE IN THE SKYを予定していますが、ご利用できない

場合は、代替レストランを利用します。

※天候がとても変わりやすいエリアです。上着（フリ―スなど）、雨具をご用意ください。

不催行日：12/25, 12/26

AUD 216AUD 175

日本語ガイド、蒸気機関車パッフィンビリー乗車券、ファーガソン・ワイナリーでのランチ、ドメイン

シャンドンでのワイン試飲

08:20～16:30

大人料金 AUD 231
子供料金

(2～11歳)
AUD 140

市内より車でおよそ50分！ダンデノン州立公園で大自然体験できるツアー

です！州立公園内には数々のガーデン・おしゃれなティーハウス＆レスト

ランなどがあります。自然体験の後は、オーストラリアでも最も大きいワ

インの生産地、ヤラバレーへ。ドメインシャンドンとイーリングステイ

ションでのテイスティングをお楽しみください。

AUD 165 AUD 228

主要ホテル送迎、日本語ドライバーガイド、パッフィンビリー蒸気機関車乗車代、昼食

（ミートパイセットと紅茶又はコーヒー）、ワイナリー試飲代金

AUD 230 AUD 210
子供料金

(3～12歳)

所要時間

メルさんぽ

ガーデンシティとも呼ばれ、英国の雰囲気が漂うメルボルンの街を日本語ガイ

ドがご案内。メルボルンの裏道をご案内する街歩きツアーです。タウンホール

前から、フェデレーションスクエア、カフェストリートとしても有名なデグ

レーブスストリートへを抜け、メルボルンセントラルショッピングセンターな

ど。初日に参加することで効率よくメルボルンを知ることができます。約1時

間のツアーで参加しやすいのも魅力です。午前または午後の希望をお知らせく

ださい。

所要時間

日本語ガイド、夕食（3コース）、コーヒーまたは紅茶、ユーレカスカイデッキ入場

大人料金
子供料金

(2～11歳)
AUD 55 AUD 30

サウスゲートのリバーサイドにある地元の人に人気のイタリアンレストラン「La

Camera」でおしゃれな夕食を・日本語ガイドが注文のお手伝いをしますので、素敵

なディナータイムを安心してお楽しみいただえけます。メインディッシュは4種か

ら、デザートはⅡ種からお選びいただけます。ユーレカスカイデッキからの景色（冬

季は夜景、夏季はトワイライト）を是非、旅の思い出の1ページに。

所要時間
冬季（4/1～10/3）：17:00～20：00

夏季（10/4～3/31）：18:00～21:00

大人料金
子供料金

(2～11歳)
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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。

※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： 2020/1/10

ツアーコード： ATL03 ツアーコード： YAR1

催行日 催行日 毎日

催行人数 大人2名～ 催行人数 2名～

大人料金

（18歳以上）

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５日前から５０％　３日前から１００％　 キャンセル規定 実施日の３日前から５０％　２日前から１００％

現地催行会社 AUSTRALIAN TOUR LINK (ATL03) 現地催行会社 GOGO TOURS (YAR1)

ツアーコード： GRM1 ツアーコード： BMPNP

催行日 毎日

催行人数 2名～

催行人数 6名～

大人料金 子供料金

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３日前から５０％　２日前から１００％ キャンセル規定

現地催行会社 GOGO TOURS (GRM1) 現地催行会社 BUNYIP TOURS (BMPNP)

所要時間 8:30～19:30

AUD 264
子供料金

(3～12歳)
AUD 230

主要ホテル送迎、日本語ドライバーガイド

※全走行距離が約500km、ツアーの所要時間が11-12時間かかります。各自の体調を考慮した上でツアー

にご参加下さい。また車酔いがご心配なお客様は、ツアー出発前（30分くらい）に酔い止めの薬を服用下

さい。

※天候がとても変わりやすいエリアです。急に寒くなってすぐに羽織えるフリース等・雨具（折りたたみ

傘叉は雨合羽）をご用意下さい。

※森林での合計約2時間程度のウォーキングが含まれております。歩きやすい靴（ハイヒール等不可）・急

に寒くなってすぐに羽織えるフリース等・雨具（折りたたみ傘叉は雨合羽）をご用意下さい。

※食事は含まれておりません。Halls Gap(ホールギャップ)の町にて自由に取って頂くことになります。

※ツアーの内容、および場所柄(天候により危険な状況になる場合)、体力的・身体的に自信のない方は予

めご相談下さい。尚、事前に連絡がなく、当日何か問題が判明した場合、弊社の判断によりツアーご参加

をお断りさせて頂きます。その場合、100％のキャンセル料金がかかりますので、予めご了承願います。

不催行日：12/25, 12/26

モーニントン半島１日ツアー

メルボルンから約1時間半、ポート・フィリップ湾の東側に延びる自然豊かなモーニ

ントン半島。メルボルン市民の夏の避暑地としてもよく知られています。午前中は国

立公園を経験豊富なツアーガイドと一緒に散策します。美しい自然をご堪能下さい。

その後ワイナリーで美味しいワインと昼食を。海から半島を吹きぬける風と涼しい気

候が、ブドウ栽培に適しているので、質の高いワインが生産されていることで有名で

す。午後は、季節によりワイナリーまたはイチゴ農園のいすれかに行くことが出来ま

す。

所要時間 07:00～18:00

主要ホテル送迎、英語ガイド、ランチ、各入場料

※午後のツアー訪問先は季節により異なります。

●4～10月：モーニントン・ペニンシュラワイナリー

●11月～3月：サニーリッジストロベリー農場

※手荷物は少なめ（5キロ未満）にしてお持ちください。

※4歳未満のお子様はご参加頂けません。

※48時間前までのリコンファームが必要です。

※バスの中ではWIFIがご利用いただけます。専用アプリから日本語ガイドをダウンロード可能です。

不催行日：12/25

上記以外にもスポーツイベント時等は不催行になる場合がございます。予約時にご確認ください。

子供料金

(2～11歳)

プレミアムワインとオーストラリアの可愛い動物に出会う旅！ヒールズビルサ

ンクチュアリでは、コアラやカンガルーなどオーストラリアの固有種に出会う

ことができます。地元ガイドお勧めのワイナリー”ドミニク・ポルテッド”でプ

レミアテイスティングをご堪能ください。チョコレート工場では、テイスティ

ングだけでなく、バラエティー豊かなお土産も揃っています。ご家族、カップ

ルで楽しめる大人気ツアーです。

所要時間

大人料金

所要時間 8:50～14:00

【スケジュール】市内主要ホテル出発⇒ ヒールズビルサンクチュアリ（コアラカンガルーをご案内後、自

由解散）⇒ワイナリー ドミニクポルテット (プレミアムテイスティング)⇒ 「ヤラバレーショコラティ

エ」試食＆お買い物　⇒主要ホテルにて終了

・未成年のワイン試飲は不可となります。

・スケジュールの訪問順序は、当日の交通事情、天候、その他により変更となる場合があります。

・ヒールズビルサンクチュアリのプログラム内容、時間は変更になる場合があります。

・訪問するワイナリーは、予告なしに変更になる場合がございます。

不催行日：4/11・25、11/3、12/26、2/26、収穫祭シーズン（2月下旬～3月上旬）

※訪問予定のワイナリーは予告なく変更となる場合がございます。

※天候がとても変わりやすいエリアです。上着（フリ―スなど）、雨具をご用意ください。

※18歳未満の方は、ワイナリーでのワイン試飲はできません。ノンアルコールのお飲み物は提供できませんので予

めご了承下さい。

不催行日：12/25, 12/26

まるごとヤラバレー ヤラバレー半日ツアー

メルボルンより車で約1時間、オーストラリアワイン生産量第2位のヤラバレーワ

イナリーへの半日ツアー。ヤラバレー老舗のイーリング・ステーションへ立ち

寄った後、ドメインシャンドンにてスパークリングワインを試飲。ロッシュ

フォードワイナリーにてランチをお楽しみください。14時には市内に戻りますの

で、気軽に参加できます。

火・木・土

主要ホテル送迎、日本語ドライバーガイド、ドメインシャンドン・ワイナリーでのワイン試飲代

金、昼食代金（メインメニュー1品と紅茶又はコーヒー）

日本語ガイド、市内主要ホテル送迎、ヒールズビルサンクチュアリ入園　プレミアムワイナ

リーテイスティング、チョコレート試食

13：00～18：00

AUD 130 AUD 195 子供料金 なし

大人料金

催行日 月・木・土

AUD 155 AUD 135

実施日の５日前から５０％　３日前から１００％

グランピアンズ国立公園ツアー

メルボルン市内より北西に約300km、ビクトリア州最後の野生動物の楽

園と言われる約17万ヘクタールに及ぶ広大な国立公園です。豊富な野生動

物達・春に満開に咲く色とりどりのワイルドフラワー・50年代のゴールド

ラッシュ跡地・グランドキャニオンにも匹敵する素晴らしい景色・数々の

ハイキングルートを辿り出てくる神秘的な滝と見所一杯です。春（9月中

旬から11月中旬）には、ランやユリの野草が沢山見られます。

AUD 180
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