
※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：2020/2/12

①OM1

②OM2

催行日 毎日 催行日 毎日

催行人数 2名~ 催行人数 2名~

①バス ①バス

②ｻｲｸﾘﾝｸﾞ ②ｻｲｸﾘﾝｸﾞ

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 Rottnest Express (OM1/OM2) 現地催行会社 Australian Tourlink (TEAP01)

ツアーコード： TEAP02 ツアーコード： TEAP03

催行日 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

（2~12歳）
大人料金

子供料金

（2~12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 Australian Tourlink (TEAP02) 現地催行会社 Australian Tourlink (TEAP03)

ツアーコード： TEAP04 ツアーコード： TEAP08

催行日 毎日 催行日 毎日

催行人数 2名~ 催行人数 2名~

平日 AUD270

週末 AUD300

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 Australian Tourlink (TEAP04) 現地催行会社 Australian Tourlink (TEAP08)

ロットネスト島1日おまかせツアー ツアーコード： オージーアニマルとワイナリーツアー ツアーコード： TEAP01

季節限定！ワイルドフラワー1日ツアー サンセット ピナクルズ

大人料金
子供料金

（4~12歳）
AUD 255

グルメ＆夜景deナイト

08:30~12:30所要時間

AUD 125
子供料金

（2~12歳）
大人料金 AUD 65

実施日の７日前から３０％　３日前から１００％

※天候、交通事情等の予期せぬ事態により、行程内容を変更させて頂く場合がございます。

※ツアーのお迎えはパース市内の主要ホテルのみとなります。ツアー終了後、パース市内の各ホテルへお送

りします。フリーマントル・スカボローエリアへの送迎はございません。

※現地の事情により、食事内容がビュッフェスタイルになる場合がございます。

※子供料金に追加料金20ドルで夕食内容を大人用メニューにアップグレードできます。　当日受付は出来

ませんので、必ず事前にお申し込みください。

※12月30日・1月1日のみ子供料金にサーチャージ$25ppが発生します。

※お飲物は料金に含まれません。

※温度調整のきく、動きやすい服装でご参加ください。

※天候や自然災害により、夕日・星空鑑賞ができなかった場合の返金はございません。

【不催行日】4/10・25、12/25・26・31

送迎、日本語ガイド、カバシャムワイルドライフパーク入園料、チョコレート試食、ワイン試

飲

※天候、交通事情等の予期せぬ事態により、行程内容を変更させて頂く場合がございます。

※ツアーのお迎えはパース市内の主要ホテルのみとなります。ツアー終了後、パース市内の各

ホテルへお送りします。フリーマントル・スカボロービーチエリアへの送迎はございません。

※動きやすい服装でご参加ください。

※未成年の方はワイン試飲はできません。

※コアラ及びウォンバットの抱っこは出来ません。

【不催行日】4/10・25、12/25

AUD 250

所要時間

AUD 150

13:00~23:00

※季節により異なる

実施日の７日前から３０％　３日前から１００％

AUD 90
子供料金

（2~12歳）

※天候により星空観測ができない場合がございます。

※夕食時の飲み物(ソフトドリンク、アルコール）は別料金になります。

※夜は冷え込みますので上着をご持参下さい。

【不催行日】4/19, 4/25, 12/25, 12/26, 12/31, 2020/1/26

パースから北に約250km離れたところにある奇岩群ピナクルズ。砂漠から生

える無数のピナクルズはまさに砂漠の彫刻ともいえます。このピナクルズの間か

ら見る地平線とそこへ沈んでいく真っ赤な夕日はピナクルズ全体を幻想的な

世界へ変えていきます。インド洋から来る海風により風化していくピナクルズは

毎日少しずつ姿を変えていき何年後、何十年後にはなくなってしまうかも知れ

ないとも言われているこの景色。サンセットピナクルズツアーでは日本語ガイド

がピナクルズの歴史と共にご案内します。

パース市内から車で30分程の所にあるカバシャム動物園、ワイナリー、チョコ

レート工場を訪れる満喫の半日ツアーです。

動物園ではコアラやウォンバットと写真を撮ったり、カンガルーへの餌付けをする

事ができます。さらにチョコレート工場では､チョコレートのサンプルが食べ放

題！最後はスワンバレーのワイナリーにて､何種類ものワインの試飲をお楽し

みください。気に入ったワインはもちろん購入する事も出来ます。

所要時間 7:00~18:00

大人料金

送迎、日本語ガイドまたはドライバーズガイド、国立公園入園料、コアラ見学、ピナクルズ観

賞、夕食

実施日の７日前から３０％　３日前から１００％

実施日の７日前から３０％　３日前から１００％

※天候、交通事情等の予期せぬ事態により、行程内容を変更させて頂く場合がございます。

※ツアーのお迎えはパース市内の主要ホテルのみとなります。ツアー終了後、パース市内の各ホテ

ルへお送りします。フリーマントル・スカボロービーチエリアへの送迎はございません。

※現地の事情により、食事内容が変更になる場合がございます。

※温度調整のきく、動きやすい服装でご参加ください。草むらの中を歩くので、長袖・長ズボンの

着用をお勧めします。

※花の開花状況によって郊外の行き先は変更になります。

AUD 128

実施日の8日前から５０％　5日前から１００％

8/15~10/15の月・水・金
所要時間

パースから約2時間スワン川をクルーズし、インド洋に浮かぶ小さなリゾートアイ

ランド、ロットネスト島へ。純白の砂浜と、クリスタルのようにどこまでも透き通っ

た海に囲まれた野生動物と自然の宝庫。ここにしか生息していないといわれる

有袋類の小動物クオッカに出会えることでも有名です。島での滞在は約2時

間、バスで周る楽ちんツアーとのんびりサイクリングをお楽しみ頂けるレンタル自

転車付きの2種類をご用意。

市内主要ホテル片道送迎（ホテルからフェリー乗り場まで）、日本語ガイド、往復フェリー代、ロットネス

ト島入島料、ロットネスト島バス観光またはサイクリング、昼食

①バスコース：島到着後、日本語ガイドが約90分のバス観光へご案内。

②サイクリングコース：各自にてレンタル自転車でサイクリングをお楽しみください。（日本語ガイドは島

内観光バスに同行し、サイクリングには同行しません）

※日本語ガイドが限られているため、なるべくお早目にお申込ください。

※ホテル送迎バスは、英語ドライバーになります。パース市内バラック桟橋にて日本語ガイドと合流しま

す。

※帰りはパース市内バラック・ストリート桟橋にて解散となります。

※現地にてリコンファームが必要です。送迎時間をご確認ください。

※歩きやすい靴・動きやすい服装にてご参加ください。

※天候不順によりフェリー出航中止の場合はツアーは催行されません。　【不催行日】12/25、2/23

オーストラリアの“花の都”パース。

毎年8月下旬から11月上旬にかけてワイルドフラワー前線が南下し、約1万

2000種類の花々のうち70％が固有種と言われる西オーストラリア州。ワイル

ドフラワーの名前の通り、野生の草花の為、宝探しのように、花の散策、鑑賞

に出かけます。植物に精通した花専門ガイドがご案内しますので、思う存分

花の世界をご満喫頂けるでしょう。

市内主要ホテル送迎、日本語ガイドまたはドライバーズガイド、夕食、夜景見学、星空観測

オーストラリア国産のプリップリのロブスター付きのシーフードディナーに人気のデ

ザート、アフォガードをお楽しみ頂き、その後はパースの美しい夜景を鑑賞しま

す。

パースの2大夜景といわれているキングスパークとサウスパースからの夜景は最

高の思い出になることでしょう。

また天気の良い日には星に詳しいガイドと共に夜空を鑑賞します。

AUD 140

ホテル送迎、日本語ガイドまたはドライバーズガイド、昼食

 9:00~16:00

AUD 165 AUD 83

所要時間 18:00~21:30

大人料金 子供料金 設定なし

パース ゴルフ パッケージ

所要時間
約6時間

*コースオープン状況による

パースは地中海性気候に属し、１年中温和な気候です。

大自然の中のゴルフコースでは爽快なプレーが期待できそう！エミューやカンガ

ルーがコースに現れることもあります。

①　バインズリゾート・カントリークラブ(上級者）

②　ジュンダラップ・カントリークラブ(中・上級者）

ホテル送迎、日本語ガイド、18Ｈグリーンフィー、電動カート

実施日の７日前から３０％　５日前から１００％

※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、マーカー等はご用意いただくか、現地にてお買い求め下さい。

※襟付きシャツ、スポーツソックス、ゴルフシューズを着用してください。

（ジーンズ、デニム、スポーツウェアー、カーゴショーツ、ランニングショーツ、スイミングショーツなどは禁止）

※①バインズ：貸シューズはございません。事前にご用意ください。貸クラブは現地にてレンタル料のお支払いが必要です。

※②ジュンダラップ：貸シューズ、貸クラブは現地にてレンタル料のお支払いが必要です。

＜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。

【不催行日】不定期。予約後の確認となります。

1 / 2 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：2020/2/12

ツアーコード： GL654 ツアーコード： GL686

催行日 催行日

催行人数 催行人数

大人料金
子供料金

（4~14歳）
大人料金

子供料金

（4~14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 Gray Line (GL654) 現地催行会社 Gray Line (GL686)

ツアーコード： GL688 ツアーコード： TEAP06

催行日 催行日

催行人数 催行人数

大人料金
子供料金

（4~14歳）
大人料金

子供料金

（4~12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 Gray Line (GL688) 現地催行会社 Captain Cook Cruise (TEAP06)

ツアーコード： TEAP07 ツアーコード： TEAP09

催行日 催行日

催行人数 1名~ 催行人数 1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 Captain Cook Cruise (TEAP07) 現地催行会社 Captain Cook Cruise (TEAP07)

AUD 120 AUD 215 AUD 120

ウェーブロックとアボリジニ壁画ツアー

※各クルーズは最低10名（冬季20名）の予約の無い場合は催行がございません。

※現地にてリコンファームが必要です。

※ホテル送迎はございませんので、出航の30分前までに直接バラックストリートジェッティー (桟

橋) までお越しください。

集合場所：Pier 3 Barrack Street Jetty, Perth

【不催行日】4/10、12/25・31、1/26

子供料金

（4~12歳）

所要時間
火・水・金・日

6名~6名~

毎日

英語ドライバーガイド、ピクニックランチ、カバシャム ワイルドライフ パーク入園料、ピナ

クルズ国立公園入場料、4WD砂丘ドライブ、サンドボーディング

※歩きやすい靴と動きやすい服装でご参加ください。サングラス、帽子、日焼け止めなどの用意も

お勧めします。

※現地にてリコンファームが必要です。

※ホテル送迎は含まれませんが、主要ホテルではホテルピックアップが可能な場合があります。リ

コンファーム時にご確認ください。

※催行確定について、必ずリコンファーム時にご確認ください。

※燃油高騰に伴い、ツアー参加時に追加支払いが必要な場合がございます。

【不催行日】12/25

実施日の７日前から５０％　５日前から１００％

8:00~21:30

英語ドライバーガイド、ランチ、ワイン試飲、マンモスケイブ入場料

AUD 215

AUD 215

往復スワンリバークルーズ、英語ガイド、紅茶/コーヒー

AUD 46 AUD 29

※①~③よりお好きな時間をご選択ください。

※各クルーズは最低10名（冬季20名）の予約の無い場合は催行がございません。

※現地にてリコンファームが必要です。

※ホテル送迎はございませんので、出航の30分前までに直接バラックストリートジェッティー (桟

橋) までお越しください。

集合場所：Pier 3 Barrack Street Jetty, Perth

【不催行日】12/25

英語ドライバーガイド、ピクニックランチ、ウェーブロック入場料、アンティークレースコレ

クション入場料

8:00~20:30

※お飲み物代は含まれておりません。

※歩きやすい靴と動きやすい服装でご参加ください。サングラス、帽子、日焼け止めなどの用意も

お勧めします。

※現地にてリコンファームが必要です。

※ホテル送迎は含まれませんが、主要ホテルではホテルピックアップが可能な場合があります。リ

コンファーム時にご確認ください。

※催行確定について、必ずリコンファーム時にご確認ください。

※燃油高騰に伴い、ツアー参加時に追加支払いが必要な場合がございます。

【不催行日】12/25

5月～8月：火・木・金・土・日

9月～4月：毎日

1名~

実施日の７日前から５０％　５日前から１００％

①09:30~12:15

②11:15~14:00

③14:15~17:00

(クルーズ時間：2時間45分)

スワンリバー遊覧クルーズ

実施日の７日前から３０％　5日前から１００％

スワン川クルーズ乗船料、ビュッフェディナー、ワイン・ビール・ジュース等のドリンク

バー、ピアノなどのライブエンターテイメント

実施日の７日前から５０％　５日前から１００％

実施日の７日前から３０％　5日前から１００％

往復スワンリバークルーズ、英語ガイド、紅茶/コーヒー、バラック桟橋～サウスパース間往

復フェリー代、パース動物園入園料

所要時間

大人料金 AUD 79 AUD 109
子供料金

（4~12歳）
AUD 43

19：30～22：00

(クルーズ時間：2時間45分)

大人料金

9：30～12：15

(クルーズ時間：2時間45分)

5月～8月：火・木・金・土・日

9月～4月：毎日

見渡す限りのオーストラリアの大地をドライブし、“荒野の墓標”と呼ばれたピナ

クルズの奇岩を見学します。カバシャムワイルドライフパークでは、間近でカンガ

ルーやコアラを見るチャンスがあります。インド洋に面した砂丘での砂丘すべり

や4WDドライブも。西の大地でアドベンチャー満載の1日が待っています。

打ち寄せる波が、一瞬にして固まってしまったような一枚岩「ウェーブロック」。

目のあたりにすると、自然界の偉大さ、不思議さを実感せずにはいられないで

しょう。カバがまるであくびをしているかのような”ヒッポーズヨーン”、マルカ伝説の

舞台である”マルカスケイブ”にも立ち寄ります。道中では開拓時代の面影を

残す”ヨーク”の町を散策し、”牧羊犬の墓地”見学等をします。

所要時間

※各クルーズは最低10名（冬季20名）の予約の無い場合は催行がございません。

※現地にてリコンファームが必要です。

※バラック桟橋～サウスパースへの移動は、公共交通機関のTransperthフェリー利用になります。

フェリーは昼間15分置きに出航します。

※ホテル送迎はございませんので、出航の30分前までに直接バラックストリートジェッティー (桟

橋) までお越しください。

集合場所：Pier 3 Barrack Street Jetty, Perth

【不催行日】12/25

動物園入場券付！スワンリバークルーズ スワンリバー ディナークルーズ

パース発フリーマントル往復のリバークルーズにパース動物園の入場券が付い

てさらにお得！バラック桟橋～サウスパース（（パース動物園のある地区）

への往復のフェリーチケットももちろん込みです。

AUD 120

所要時間

地元で人気の観光地、マーガレットリバーを１日で満喫できるツアーです。有

名ワイナリーでの試飲、ルックアウトから美しいインド洋の景観を楽しむ他、南

半球で最も長い木造の桟橋「バッセルトン桟橋」にも立ち寄ります。他にも有

袋類の祖先と言われる動物の化石が残る鍾乳洞・マンモスケイブを訪れるな

ど、見どころ満載です。

4WD砂丘アドベンチャーとピナクルズ ツアー

6名~

マーガレットリバー1日ツアー

月・火・木・金・土(5月～8月）

毎日（4月、9月～3月）

※追加代金で、ピクニックランチをロブスターランチへアップグレード可能です。ご予約時にお申

し付けください。（追加代金：大人・子供共にお一人様AUD25）

※お飲み物は含まれておりません。

※歩きやすい靴と動きやすい服装でご参加ください。サングラス、帽子、日焼け止めなどの用意も

お勧めします。

※乳幼児、妊娠中、腰を痛めている方はご参加頂けません。

※現地にてリコンファームが必要です。

※ホテル送迎は含まれませんが、主要ホテルではホテルピックアップが可能な場合があります。リ

コンファーム時にご確認ください。

※催行確定について、必ずリコンファーム時にご確認ください。

※燃油高騰に伴い、ツアー参加時に追加支払いが必要な場合がございます。

【不催行日】12/25

所要時間 8:00~19:30

パース市内を流れるスワン川をクルーズに乗船し、夜景を観賞しながらビュッ

フェディナーをお楽しみください。乗船中は、ワインやビール、ソフトドリンクもの

み放題です。ピアノの生演奏やDJ・クルーによるライブエンターテイメントもござ

います。パースの夜をスワンリバーからお楽しみください。

5月～8月：土

9月～4月：金・土

AUD 139

実施日の７日前から３０％　5日前から１００％

パースとフリーマントルの景色を楽しみたいなら、スワンリバークルーズがおすす

め！船長の説明を聞きながら、パースのシンボルであるベルタワー、壮麗なレ

ンガ造りの建物スワンブルワリーなど、スワンリバー沿いのランドマークを見ること

ができます。乗船中は、コーヒーと紅茶が飲み放題。ワインの試飲ができる便

もあります。

所要時間
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