
※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、発着時間等は予告なく変更となる場合があります。 ※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。 ※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。

※ハイアット、ロイヤルパインズ、ホープアイランド、メルキュール等からの送迎には追加代金が必要です。お問い合わせください。

ツアーコード： GW ツアーコード：
食事付：WHM

食事無：WHMNL

催行日 毎日 催行日 毎日

催行人数 2名～ 催行人数 2名～

AUD 140 （食事付き） AUD 80 （食事付き）

AUD 110 （食事無し） AUD 70 （食事無し）

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 JPT Tours (GW) 現地催行会社 JPT Tours (WHM/WHMNL)

ツアーコード： EST ツアーコード： SB

催行日 催行日

催行人数 催行人数

大人料金
子供料金

（4～11歳）
大人料金

子供料金

（3～11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 Tour Gold Coast (EST) 現地催行会社 Crest Tours (SB)

ツアーコード： MWBBC ツアーコード： MWBB

催行日 催行日

催行人数 催行人数

大人料金
子供料金

（3～14歳）
大人料金

子供料金

（3～14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 JPT Tours （MWBBC） 現地催行会社 JPT Tours （MWBB）

バイロンベイ＆クリスタルキャッスル バイロンベイ1日観光　オーストラリア大陸最東端

オーストラリア最東端のバイロンベイ岬を訪れます。360度に広がる雄大な眺望をお

楽しみください。その後は、大自然にとけ込んだ癒しのテーマパーク・クリスタルキャッス

ルを訪れます。この辺りは、『スピリチュアルなエネルギーが集まる地』で知られていま

す。さまざまな癒しカルチャーが融合された庭園を散策していると別空間に移動した

かのような不思議な気分にさせられます。エネルギーを充電しゆっくりした時間をお楽

しみください。

オーストラリア最東端バイロンベイ岬から見る美しい海岸線と雄大な大地のパノラマビューは

必見！また、この岬からはイルカやクジラ（6～10月）が見られる日もあります。ヒッピーカ

ルチャーがベースになったバイロンベイはオーガニック、ロハス、スローライフ、サーフィン、アート

など自然を愛し自然との共存を求める人達が世界各地から集まった独特の文化や雰囲気

を作っています。この魅力的な街の旅ぜひ参加ください。

毎日

AUD 146 AUD 106 AUD 110

所要時間 8:00～16:30
毎日

所要時間 8:00～16:30

月～土曜

大人2名～

実施日の３日前から１００％

最終更新日： 2020/3/5

AUD 75

世界遺産ナチュラルブリッジ土ボタルツアー 世界自然遺産＆タンボリンマウンテンめぐり

土ボタルと野生動物探検エコサファリ 世界自然遺産・スプリングブルックの奇跡

1994年【オーストラリアのゴンドワナ多雨林群】として世界自然遺産の登録を受けたスプリ

ングブルック国立公園。そこにはインドや南極、オーストラリアなどがまだ1つの大陸だった数

億年前の動植物が現在もほぼ昔のまま生息してる国立公園を1日かけてゆっくりと堪能し

ます。ゴールドコーストからたった1時間車で走ったその場所は、まるでタイムスリップをしたか

のような景色が広がります。３ヵ所の展望台で綺麗な滝や雄大なカルデラの様子を堪能。

約3kmのハイキングでは、ジュラシックパークの世界が目の前に広がります。

世界自然遺産に登録されたラミントン国立公園を訪れ、雄大な景観に貴重な多雨林に

て森林浴。そして亜熱帯雨林の木々の間に張り巡らされた高さ30mの吊り橋を空中散歩

して大自然を体感する認定エコツアーです。また多くのアーティストが住むゴールドコーストの

避暑地として人気を集める街マウントタンボリンを散策します。

別料金で野鳥の餌付けもできます。

子供料金

（3～14歳）
大人料金

ゴールドコーストから約60キロ、車で約50分のところにある世界遺産スプリングブルッ

ク国立公園内の貴重なレインフォレストを散策し、洞穴の暗闇に無数の小さな光を

放つ土ぼたるを見学します。

さらにミルキーウェイにある南十字星などの夜空に輝く南半球の星を観測したり、亜

熱帯雨林に生息する動植物を観察する夜の世界遺産ツアー。

所要時間 8：45～17：00所要時間 18：00～21：30

実施日の３日前から１００％

主要ホテルからの送迎、豪州エコツーリズム協会認定エコガイド、モーニングティー・クッキー、ランチ、世界自然遺産

地区ウォーキングおよび展望台見学、世界自然遺産証明書、野鳥の餌付け、プチエコ教室、スプリングブルック国

立公園入園料

大人料金
子供料金

（3～14歳）

所要時間

主要ホテル送迎、夕食、日本語ドライバーガイド、野生動物探検、国立公園入園料、世界遺産訪問証明書、

亜熱帯雨林散策と土ボタル観賞、洞窟内での土ボタル観賞、星座鑑賞（晴天のみ）、ヘッドホンシステム貸

出、懐中電灯、レインコート（雨天時のみ）

AUD 108AUD 180

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

森」では人気No.１の土ボタルを探検。ここオーストラリアでも貴重になった野生の姿

を観察します。最後は南十字星をはじめとする星空を観測。夕食はオージーでも食

べきれないボリューム満点の食事で心もお腹も大満足のツアーです。

※季節を問わず、夜間の山麓部の気温は平地部より平均して5度程低くなっているため、参加される際は必ず

上着を持参していただくようお願いいたします。また、山道等も少々歩くためスニーカー等の滑りにくい靴で参加さ

れる事をお勧めいたします。

※出発場所が必ずしもお泊まりのホテルではございません。最寄りのホテル等にご移動頂く場合もごさいます。

※2歳以下で席を必要としない同伴幼児（大人1名につき1名）はツアー料金は無料です。

※英語ツアーと混載になる場合があります。

実施日の５日前から５０％　３日前から１００％

AUD 130 AUD 78

主要ホテル送迎、日本語ガイド、国立公園入園料、懐中電灯、植物の説明、土ぼたる観賞、　晴天時の星座

観測、世界遺産訪問証明書

主要ホテル送迎、日本語ガイド、世界自然遺産地区証明書、自然散策体験、ツリートップウォーク体験、オー

ジースタイルランチ（食事付コースのみ）、KAMARUN LOOKOUT展望台

※季節を問わず山麓部の気温は平地部より平均して５度程低くなっているため、参加される際は必ず上着を持

参していただくようお願いいたします。また、山道等も歩くためスニーカー等の滑りにくく、動きやすい靴で参加される

事をお勧めいたします。

※交通事情、気象条件、その他不可抗力の事情により当日、ツアースケジュールの順序入れ替え、目的地の変

更、またツアーを催行できないことがあります。

※ウォーキングがツアー行程に含まれる為、６歳以上の方のご参加をおすすめ致します。

【不催行日】12/25、1/1

実施日の５日前から５０％　３日前から１００％

※季節を問わず、夜間の山麓部の気温は平地部より平均して5度程低くなっているため、参加される際は必ず上

着を持参していただくようお願いいたします。また、山道等も少々歩くためスニーカー等の滑りにくい靴で参加される

事をお勧めいたします。

※出発場所が必ずしもお泊まりのホテルではございません。最寄りのホテル等にご移動頂く場合もごさいます。

※2歳以下で席を必要としない同伴幼児（大人1名につき1名）はツアー料金は無料。（食事は含まれませ

ん）

※英語ツアーと混載になる場合があります。

【不催行日】4/10~13、4/25、5/4、10/5、12/25・26、1/1

AUD 150

AUD 70

主要ホテル往路送迎、日本語ガイド、バイロン岬散策、バイロン米マップ、クリスタルキャッスルの入園料 主要ホテル送迎、日本語ガイド、バイロンベイ灯台見学、バイロンベイ街での自由時間、バイロンベイマップ

※交通事情、気象条件により日程が変更になる場合があります。

※出発場所が必ずしもお泊まりのホテルではございません。最寄りのホテル等にご移動頂く場合もごさいます。

※2歳以下で席を必要としない同伴幼児（大人1名につき1名）はツアー料金は無料。（食事は含まれませ

ん）

※英語ツアーと混載になる場合があります。

※ランチはクリスタルキャッスルで各自取って頂きます。

【不催行日】4/9～14、4/25、12/25・26

※交通事情、気象条件により日程が変更になる場合があります。

※出発場所が必ずしもお泊まりのホテルではございません。最寄りのホテル等にご移動頂く場合もごさいます。

※2歳以下で席を必要としない同伴幼児（大人1名につき1名）はツアー料金は無料。（食事は含まれませ

ん）

※英語ツアーと混載になる場合があります。

【不催行日】4/9～14、4/25、12/25・26

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％

15：00～21：30
大人2名～

毎日

大人2名～ 大人2名～

※夜間の山間部では天候気温の変化が起こりやすく、市街地と比べると4～5度くらい気温が低下しますので温

かく濡れてもよい服装でのご参加をお勧めします。

※自然保護区では約2キロ、国立公園では約1キロほどの距離を歩きますので、歩きやすい靴でご参加ください。

※車いすやベビーカーでのご参加、使用はできません。

※天候、道路事情、レストラン事情により行程が変わる場合あございます。

※雨天の場合、野生動物探検にかわりハーバータウンショッピングセンター（アウトレット）見学になる場合があり

ます。土ボタル観賞は雨天でも実施します。

※悪天候により国立公園が閉鎖された場合、ツアーは中止になります。

※野生動物探検においてカンガルーやコアラが発見できない場合でもツアーの返金や減額は致しかねます。

【不催行日】日曜日、4/25、12/25

所要時間 7：45～15：30
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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、発着時間等は予告なく変更となる場合があります。 ※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。 ※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。

※ハイアット、ロイヤルパインズ、ホープアイランド、メルキュール等からの送迎には追加代金が必要です。お問い合わせください。 最終更新日： 2020/3/5

ツアーコード： GT61 ツアーコード： WWT

催行人数 1名～ 催行人数

大人料金
子供料金

（3～14歳）
大人料金

子供料金

（4～11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 JPT Tours (GT61) 現地催行会社 Tour Gold Coast (WWT)

ツアーコード： CRUISE1/2/3 ツアーコード： CRUISE4

催行日 毎日 催行日 毎日

催行人数 2名～ 催行人数 2名～

ﾓｰﾆﾝｸﾞｸﾙｰｽﾞ： AUD 99 ﾓｰﾆﾝｸﾞｸﾙｰｽﾞ： AUD 70

ﾗﾝﾁｸﾙｰｽﾞ： AUD 129 ﾗﾝﾁｸﾙｰｽﾞ： AUD 90

ｱﾌﾀﾇｰﾝｸﾙｰｽﾞ： AUD 99 ｱﾌﾀﾇｰﾝｸﾙｰｽﾞ： AUD 70

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 JPT Tours (CRUISE1/2/3) 現地催行会社 JPT Tours (CRUISE4)

ツアーコード： TEAGC2 ツアーコード： JBA

催行日 毎日 催行日 　毎日

催行人数 4名～ 催行人数 2名～

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 Surfers Paradise Divers (TEAGC2) 現地催行会社 Paradise Jetboating （JBA)

9：00～16：00

（約55分）

主要ホテル送迎、ライフジャケットレンタル、55分間のジェットボートライド、防水ジャケット（雨天時）

AUD 72 AUD 54

エメラルドの海に囲まれた砂の島モートン島は野生動物の宝庫。この豊かな自然を生か

したアクティビティー、デザートサファリツアー、マリーンディスカバリークルーズからひとつお選び

いただき、島の溢れる魅力を実際に体感ください。タンガルーマリゾートの一番の見所は

モートン湾に生息する約10頭もの野生イルカが訪れることです。愛らしいイルカを見学し

て癒しの時間を満喫してください。

①デザートサファリツアー：高さ50m長さ150mの傾斜の砂滑り。

②マリーンディスカバリークルーズ：美しい砂の島モートン島の海岸線に沿って、イルカ、

ジュゴン、アオウミガメなど海の生き物探索しながらのクルーズです

この時期だけしか見ることのでき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

は毎年たくさんのクジラ達があつまり、そのパフォーマンスを我々に見せてくれます。ジャンプを

したり、船と並走したりと彼らの姿を間近でご覧いただけることもあります。2011年度以降

のクジラ発見率はなんとほぼ100％！！ この期間にゴールドコーストへお越しの際は是非

この貴重な体験をご自身の目で確かめてください。

所要時間

子供料金

(4～14歳)
大人料金

AUD 40

ゴールドコースト サンセットクルーズ

所要時間

※季節により異なる

※①デザートサファリコースまたは、②マリーンディスカバリークルーズをお選びください。

※日本語ガイドは同行しません。日本語のご案内書を現地でお渡しします。

※日照時間によりツアー開始時間が異なります。

※天候等によりマリーン・ディスカバリー・クルーズが出航されなかった場合はデザートサファリツアーでのご参加となり

ます。またデザートサファリツアーも催行できないような悪天候の場合は、島内バス観光へご案内します。ご返金は

致しかねますのでご了承ください。

※2歳以下で席を必要としない同伴幼児（大人1名につき1名）は原則としてツアー料金は無料です。

【不催行日】アンザック・デー（4/25）

主要ホテル送迎、日本語案内書、フェリー往復代金、ﾗﾝﾁﾊﾞｳﾁｬｰ（$20/大人、$15/子供）、野生イルカの

見学、①デザートサファリツアーまたは②マリーンディスカバリークルーズのいずれか
主要ホテル往路送迎、日本語ドライバーガイド、クジラ案内ブック、クジラ見学クルーズ乗船料、モーニングティ

※水着、タオル、帽子、サングラス、日焼け止め、サンダル、着替え等はご持参ください。

※天候及び海の干満等により開始時間が異なります。

※小雨決行。天候によりウェットスーツをレンタル致します。

※健康上に問題のある方や60歳以上の方が参加される場合は事前にご相談ください。

※以下の場合、開催を中止することがありますのでご了承下さい。

・川のコンディション不良や最少催行人員に達しなかった場合。

・開催中にアクシデント（突然の雷雨・事故・ボートの破裂等）があった場合。

・参加者が禁止行為を行ったり指導員の指示に従わない場合。

半日カヤックツアー ジェットボート アドベンチャー

所要時間

穏やかで流れがゆるやかなカランビンクリークでは、未経験の方でも安全にカヤックを

お楽しみ頂けます。四方をマングローブとユーカリの森林に囲まれた自然の中をゆっく

りとカヤックを漕ぎながらツーリングしていきます。

ツアーに

含まれるもの

ツアーに

含まれるもの

※クジラを見学できない場合でもツアー代金のご返金及び振替はできません。

※車いすやベビーカーでのご参加、ご使用はできません。

※船会社の都合により出港されずツアーが催行されない場合には、ツアー代金の返金または翌日以降に振り替え

とさせていただきます。

※ツアー催行期間は、自然環境の変動により変更することもございます。

※クジラクルーズ運航会社の事情により、不燃お出港・帰港時間が変更になる場合があります。その場ツアーの行

程・時間も予告なく変更になる場合がございます。

※船の整備その他の理由により、予告なく他の船への乗船になる場合がございます。

ﾓｰﾆﾝｸﾞ：08：45～12：15

ランチ：11：45～14：45

ｱﾌﾀﾇｰﾝ：13：45～17：15

実施日の５日前から５０％　３日前から１００％

※出発場所が必ずしもお泊まりのホテルではございません。最寄りのホテル等にご移動頂く場合もごさいます。

※運輸機関のスケジュール、交通事情、気象条件、その他不可抗力の事情により当日、ツアースケジュールの順

序入れ替え、目的地の変更、またツアー催行できないことがあります。

※2歳以下で席を必要としない同伴幼児（大人1名につき1名）はツアー料金は無料。（食事は含まれませ

ん）

※日本語コメンタリー有

【不催行日】4/25、12/25

実施日の５日前から５０％　３日前から１００％

クラブトリップ カニ捕りツアー

波がおだやかなゴールドコーストの内海ブロード

ウォーターをクルーズします。船からサーファーズパラダ

イスの街並みウォーターフロントに建ち並ぶ豪邸やな

どを潮風にあたりながら1時間ゆったりとクルーズをお

楽しみください。

所要時間
約2時間30分

16:15～18:45

大人料金
子供料金

（3～14歳）

ツアーに

含まれるもの
主要ホテル送迎、ゴールドコーストブロードウォーター（内海）1時間クルーズ

※出発場所が必ずしもお泊まりのホテルではございません。最寄りのホテル等にご移動頂く場合もごさいます。

※運輸機関のスケジュール、交通事情、気象条件、その他不可抗力の事情により当日、ツアースケジュールの順

序入れ替え、目的地の変更、またツアー催行できないことがあります。

※2歳以下で席を必要としない同伴幼児（大人1名につき1名）はツアー料金は無料。

※日本語コメンタリー有

【不催行日】4/25、12/25

AUD 60

ツアーに

含まれるもの

実施日の３日前から５０％　２日前から１００％実施日の３日前から１００％

主要ホテル送迎、日本人スタッフによる同行及び指導、カヤック＆ライフジャケットのレンタル、約2 時間のカヤック

ツアー、保険

子供料金

（8歳以上）

所要時間

子供料金

（3～14歳）
大人料金

所要時間

タンガルーマ ドルフィン ビューイング デイクルーズ 期間限定！クジラウォッチングツアー

8：15～12：30

①②　AUD219 ①②　AUD179

大人料金 AUD 110

※ご予約時にご希望の時間をお知らせください。（9：00～16：00、毎時発）

※心臓疾患、首、背中、関節に問題がある方にはお勧めできません。

※3歳以下のお子様。妊婦の方はご参加頂けません。

※天候、海のコンディション、催行会社の判断により、不催行となる場合があります。

※現地にてリコンファームが必要です

【不催行日】12/25

約４時間

実施日の３日前から１００％

水上ジェットコースターのようなスリル、冒険、観光＆絶景をお楽しみいただける盛りだくさん

の内容です。 360度スピンや海岸沿いギリギリでのハイスピード運転でスリルを味わえると

同時に、ゴールドコーストの美しいビーチを満喫でき、どの世代のお客さまにも安全にお楽し

みいただけます。

主要ホテル送迎、ゴールドコーストの内海を２時間のカニ捕りクルーズ、カニ試食（モーニング、アフタヌーンクルー

ズのみ）、シーフードランチ（ランチクルーズのみ）

大人と同料金

実施日の５日前から５０％　３日前から１００％

毎日催行日 6：15～22：45
7/1～9/30

大人2名～

催行日
月～土曜

AUD 135 AUD 90

子供から大人まで誰でも楽しめる

おすすめツアーです。大自然の中

にどっぷりつかって、魚釣り、ヤビー

（小エビ）捕りなどオーストラリア

のアウトドアライフを満喫ください。 
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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、発着時間等は予告なく変更となる場合があります。 ※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。 ※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。

※ハイアット、ロイヤルパインズ、ホープアイランド、メルキュール等からの送迎には追加代金が必要です。お問い合わせください。 最終更新日： 2020/3/5

ツアーコード： TEAGC4 ツアーコード： ①GC30/②GC60

催行日 毎日 催行日 毎日

催行人数 1名～ 催行人数 2名～

①：シュノーケル AUD 88

②：体験ﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ AUD 132

③：①②両方 AUD 176

④：ﾌｧﾝﾀﾞｲﾋﾞﾝｸﾞ AUD 99

注意事項 注意事項

キャンセル規定 キャンセル規定 実施日の5日前から１００％

現地催行会社 Surfers Paradise Divers (TEAGC4) 現地催行会社 Hot Air Balloon Gold Coast (GC30/GC60)

ツアーコード： TEAGC9

催行日 毎日

催行人数 1名～

催行日 毎日

催行人数 2名～

① AUD 185

② AUD 205

③ AUD 230

④ AUD 245

⑤ AUD 245

キャンセル規定 ⑥ AUD 195

現地催行会社 Currumbin Wildlife Sanctuary (GA/GAKP) ⑦ AUD 190

⑧ AUD 210

⑨ AUD 185

⑩ AUD 165

キャンセル規定

現地催行会社 QGS (JPT Tours) (TEAGC9)

4：00頃～10：30頃

実施日の３日前から１００％

② AUD 78.95

① AUD 39.95

② AUD 68.95

①GA

②GAKP
ツアーコード：カランビン ワイルドライフ サンクチュアリ

ツアーに

含まれるもの
主要ホテル送迎、日本語ガイド(チェックインアシスト)、18ホールグリーン料金、電動カート

子供料金

ツアーに

含まれるもの

主要ホテル送迎、日本語DVD音声での安全説明、30分/60分熱気球飛行、熱気球フライト認定書、シャンパ

ン付朝食・ワインテイスティング

（*1）クリスマス、旧正月の時期はピークシーズンサーチャージ、お一人様約AUD30が別途必要です。詳し

くはお問い合わせください。

※身長制限、体重制限はありません。

※3歳以下のお子様は保護者の同伴のもとツアーに参加いただけますが、熱気球にお乗りになることはできませ

ん。妊婦のお客様も気球搭乗はできません。

※現地にてリコンファームが必要です

※搭乗時、手回り品はバス内に置いて頂く為、貴重品の持参はお控えください。

※離発着場所は牧場や畑になりますので、動きやすく汚れてもいい服装でのご参加をお勧めします。

※ダイビングをされた翌日は、ご参加頂けませんのでご注意下さい。

【不催行日】12/25、1/1

”ゴルフパラダイス”ゴールドコーストでプレーを楽しみませんか？　1年を通して温暖で過ごし

やすく、300日以上が晴天日という絶好の気候条件がそろいます。広々としたコースで是

非お楽しみください。

①エメラルドレイクス Emerald Lakes

②ロイヤルパインツ Royal Pines

③グレイズ The Glades

④ホープアイランド Hope Island

⑤サンクチュアリーコーブ Sanctuary Cove Palms

⑥パーマー・ゴールドコースト　Palmer Gold Coast (Former Robina Woods)

⑦パーマー・コロニアルPalmer Colonial

⑧アランデル・ヒルズ　Arundel Hills Country Club

⑨パームメドウズ　Palm Meadows

⑩ゲインズボロー　Gainsborough

コースオープン状況による所要時間
②入場券、コアラ抱っこ写真撮影

① AUD 49.95

①～⑩ 大人と同料金

注意事項

※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（キャロウェイ又は同等クラス）やシューズ(ソフトスパイク|サイズ：M25.5-28、F23-23.5)は追加代

金にてレンタル可能。現地でレンタルすることはできませんので、ご希望の場合にはお申込時にお申し出ください。

シューズはサイズが限られますので、記載サイズ以外の方はご持参ください。但し、金属スパイク等が付いていないも

の。スポーツシューズ又はスニーカーでプレー可能です。

※子供用クラブのレンタルはございません。

※コース隣接のホテル（Sanctuary Cove, Royal Pines Hotelなど）からの送迎はございません。

※襟付きシャツ、ソックス着用にてご参加ください。

※16歳までの方は保護者の同伴が必要。同伴の場合、年齢制限はございません。

※雨天の場合でもゴルフコースが閉鎖されない限りツアーは催行されます。

【不催行日】12/25

※大型コンペ、イベント、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。

子供料金

ゴルフツアー

大人料金

※ご自身で現地までご移動ください。または、追加代金にて市内主要ホテルからのシャトルバス(英語)の手配も

可能です。お問い合わせください。

※コアラを抱っこできるのはグループで1人です。当日コアラトレーナーにより、抱っこする方が1人で対応できないと

判断された場合は、木にいるコアラとの写真などに変更となる場合があります。

【閉園日】4/25、12/25

大人料金
子供料金

（4～14歳）

①入場券のみ

注意事項

ツアーに

含まれるもの

シュノーケリング / 体験ダイビング / ファンダイビング 熱気球ツアー＆ワイナリー朝食

ツアーに

含まれるもの

大人料金

所要時間

大人と同料金

※体験ダイビングは12歳以上

開園時間
8：00～17：00

(ｺｱﾗ写真 16:00まで *変更の場合

あり)

ゴールドコーストから気軽に行ける自然動物保護園。広い園内を

全て見学するには最低でも半日は必要です。園内には無料のミ

ニトレインも走っているので、効率良く回ることができます。

鳥やカンガルーの餌付けをはじめ、いろいろな動物のショーやアボリ

ジニのダンスショーなど盛りだくさん！コアラを抱っこ写真付きの料金

もございます。

実施日の5日前から５０％　3日前から１００％

※水着・タオルはご自身でお持ちください。

※海の干満によって開始時間が異なります。

※シュノーケリングに年齢制限は設けておりません。

※ダイビング規準により、潜水後12時間以内の飛行はご遠慮下さい。

※健康上に問題のある方はご相談ください。

※①～④はいずれもウェーブブレイクアイランドで実施予定です。

※ファンダイビング（プレジャーダイブコース）は、無人島１ダイブコースとなります。追加代金で２ダイブコースもご

ざいます。

※ファンダイビングコース参加の方は、ライセンスカード、ログブック（経験証明書）を御持参ください。

主要ホテル送迎、日本人インストラクター、ダイビング/シュノ―ケリング講習、器材一式レンタル、ボードトリップ代、

温水シャワー

ウェーブブレークアイランドで手軽にシュノーケリング、体験ダイビングを楽しんでみませ

んか？

初めての方でも安心！日本人インストラクターが丁寧にご指導致します。水中で魚

の餌づけ体験も楽しめます。

ダイビングライセンスのない方、ダイビングに初挑戦の方も安心してご参加頂ける体験

ダイビングと、シュノーケリングと体験ダイビングが両方楽しめるコース、及びライセンス

保持者用のファンダイビング（プレジャーダイブ）コースもございます。

風に吹かれて空からのゴールドコーストを体験してみませんか？気球からご覧いただくパノラ

マビューは美しい旅の思い出の1ページになる事間違いなし！

歴史深いオライリーワイナリーで味わうシャンパン付朝食も格別。

①②④約４時間

③約５時間
所要時間

実施日の17日前から５０％　5日前から１００％

①30分ﾌﾗｲﾄ
大人料金

(*1)

子供料金

（4～14歳）

(*1) AUD 320③60分ﾌﾗｲﾄ

AUD 270①30分ﾌﾗｲﾄ

AUD 370③60分ﾌﾗｲﾄ

AUD 320
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