
※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飲み物代は含まれない場合があります。

※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。 ※市内におけるライトレール工事の影響や交通事情に伴い、送迎場所を宿泊ホテル近隣

※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任 とさせていただく場合がございます。

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。

最終更新日：2020/3/9

ツアーコード： TEAS01 ツアーコード： TEAS02

催行日 毎日 催行日 毎日

催行人数 1名~ 催行人数 1名~

ランチ付： AUD 220 ランチ付： AUD 150

ランチ無： AUD 170 ランチ無： AUD 120

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 TOURNET OCEANIA (TEAS01) 現地催行会社 TOURNET OCEANIA (TEAS02)

ツアーコード： F-BM-001 ツアーコード： TEAS03

催行日 催行日 毎日

催行人数 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 IEC OCEANIA (F-BM-001) 現地催行会社 TOURNET OCEANIA (TEAS03)

ツアーコード： F-PS-001 ツアーコード： F-PS-002

催行日 催行日

催行人数 催行人数

大人料金
子供料金

（2~14歳）

大人料金

（15歳以上）

子供料金

（6~14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 IEC Oceania (F-PS-001) 現地催行会社 IEC Oceania (F-PS-002)

AUD 180

【特別催行日】4/30（木）、5/4（月）、8/13（木）、8/17（月）、9/21（月）、12/31（木）、1/4（月）

※歩きやすい靴・動きやすい服装にてご参加ください。船酔いをしやすい方は酔い止め薬をお持ちください。

※コアラ抱っこはできません。

※イルカは野生動物ですので、ご覧頂けない場合もございます。この場合も返金等はございません。

不催行日：イースターフライデー、アンザックデー、クリスマス

※大砂丘四輪バギーは経験不問です。15歳以上であれば初心者、運転免許をお持ちでない方も参加可能です。

※６歳から１４歳のお子様が参加される場合、四輪バギーは同行者の大人との２人乗りで乗車いただきます（２人乗り仕様のバイク

を利用）。

※動きやすい服装（長ズボン）とスニーカー等のしっかりした靴でご参加ください（サンダルでの参加は不可）。

※砂丘アクティビィティの同意書にご署名頂きます。

※雨天にそなえてレインポンチョ・コートを準備されると安心です。

※雷発生等、安全が確認できないと判断された場合は、大砂丘4輪バギーが中止になることがございます。シドニー出発後に雷が発生し

た際はスケジュールや内容を変更して対応します。

不催行日：イースターフライデー、アンザックデー、クリスマス

大人料金 AUD 205 AUD 165

見どころ満載 選べるブルーマウンテンズ1日観光

実施日の８日前から１００％ 実施日の５日前から１００％

【特別催行日】4/30（木）、5/4（月）

※鍾乳洞ツアーは「オリエントケーブ」と「テンプル・オブ・バール」の2 つの鍾乳洞コースを組み合わせたコースへご案内します。鍾乳洞のメイ

ンテナンス等やむを得ない事情により変更になることがございます。 階段や傾斜がありますので、通常の歩行が困難な方や車椅子の方

は、ご参加いただくことができません。ルート上に狭い場所もありますので、閉所恐怖症の方は予めご考慮下さい。

※ブルーマウンテン一帯は、シドニーより気温が低い高地エリアなので、冬期は暖かい服装をご用意ください。

※カンガルーは野生動物ですので、ご覧頂けない場合もございます。この場合も返金等はございません。

④ AUD 300

③ AUD 230

① AUD 180

④設定なし

① AUD 110

7:00~16:30頃市内戻り

＊各解散場所へ

【バス観光】キングステーブルランド（リンカーンズロック）、エコーポイント展望台へのご案内、クリフドライブ、スリーシスター

ズタッチ、ルーラの街散策

※お帰りは免税店DFSまたはお土産店コガルー、市内南部いずれかにて解散となります。

※市内ライトレール工事の影響や交通事情に伴い、送迎場所をご宿泊ホテル近隣地とする場合がございます。

※スリーシスターズタッチでは急階段の昇降が含まれます。また階段、通路が天候や工事の影響などで閉鎖されている場

合はご案内できません。

※イベントや天災などの不測の要件で、やむをえず不催行日追加・変更する場合があります

※天候・交通状況、イベント等の諸事情により行程・内容を変更する場合があります。

※世界遺産訪問証明書は状況により代替品となる場合がございます。

【不催行日】12/25

6：30～18：30

③ AUD 230

大人2名~ 大人2名~

IEC ブルーマウンテンズ【山】エコツアー

大人料金 AUD 75AUD 115

所要時間

実施日の５日前から１００％ 実施日の５日前から１００％

実施日の８日前から１００％ 実施日の８日前から１００％

※ご予約時にご希望のコースを選択してください。

①スターライト：　3コースディナー　｜　②キャプテンズ：　3コースディナー、生演奏

③④ゴールド：　6コースディナー、優先乗船、生演奏、スターデッキでの歓迎レセプション、オーストラリアワイン・ビール・ソフトドリンク（④

ドリンク付コースのみ）

※いずれのコースも追加料金（お1人様/AUD30）で窓側席確約がリクエストできます。空席状況によりご予約できないこともございま

す。

※スマートカジュアルな服装でご参加ください。

※イベント等の都合により、不催行日追加・変更またはメニューに制約が発生する場合ございま。

※天候・交通状況、イベント等の諸事情により行程・内容を変更する場合がござます。

※市内ライトレール工事の影響や交通事情に伴い、送迎場所をご宿泊ホテル近隣地とする場合がございます。

【不催行日】7/10・12・25、6/15～8/31の毎週月曜日、12/25・31、2/14

火・木・土
7：20~17：15

AUD 230AUD 315

大人料金

AUD 240

主要ホテル送迎、日本語ガイド、ディナークルーズ乗船料

所要時間 所要時間

所要時間
7:00~13:30頃市内戻り

＊各解散場所へ

大人2名~

子供料金

（2~12歳）

火・水・金・土・日

主要ホテルお迎え（往路のみ）、日本語ガイド、オリジナルルーラマップ、シーニックワールド乗物代、世界遺産訪問証明書、昼

食（ランチ付コースのみ）

18:00~22:10頃市内戻り

＊各解散ホテル・近隣地へ

※ツアー当日、下記A/Bよりお好きなコースをお選びください。（事前申し込み不要）

A)ゆっくりバス観光コース　　　　　　　　　　 　           B)迫力の岸壁を行くトレッキングコース

    シーニックワールド　　　　　　　　　　　　     　            シーニックワールド

　   （3WAY乗車と遊歩道散策のご案内）　 　　  　　（3WAY乗車と遊歩道散策のご案内）

    ﾎﾞｱｰｽﾞﾍｯﾄﾞorﾅﾛｰﾈｯｸ展望台　　 　　　　　　　      クリフウォーク

　   （ﾒｶﾞﾛﾝ/ｼﾞｬﾐｿﾝ渓谷の鑑賞）　　  　　　  　 　 （ﾕｰｶﾘの森などを進むﾈｲﾁｬｰｳｫｰｸ）

【午後】皆様合流し、一緒の観光コースをめぐります。

エコーポイント展望台、クリフドライブ、昼食（ランチ付の方のみ）、ルーラの街自由散策

※お帰りは免税店DFSまたはお土産店コガルー、市内南部いずれかにて解散となります。

※市内ライトレール工事の影響や交通事情に伴い、送迎場所をご宿泊ホテル近隣地とする場合がございます。

※イベントや天災などの不測の要件で、やむをえず不催行日追加・変更する場合があります

※天候・交通状況、イベント等の諸事情により行程・内容を変更する場合があります。

※シーニックワールドでの乗り物は、天候や運行管理事情により、全種類にお乗りいただけない場合がございます。

※10/1~10/14はﾙｰﾗｶﾞｰﾃﾞﾝﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ特別行程でのご案内になります。

※ランチ付の方のランチ場所は状況により異なります。そのためメニューについては事前にご案内しておりません。

※ランチ無コースの方は、ルーラの街自由散策の際に各自昼食をお取りください。

※天候・散策路の封鎖などの事由により「トレッキングコース」を催行いたしかねる場合がございます。

※世界遺産訪問証明書は状況により代替品となる場合がございます。

【不催行日】12/25

所要時間

火・水・金・土・日

（8月~3月のみ毎日催行） 所要時間 06：30~18:40

主要ホテルお迎え(往路のみ)、日本語ガイド、世界遺産訪問証明書

IEC ポートスティーブンス【四輪バギー】エコツアー

子供料金

（2~12歳）

② AUD 215 ② AUD 120

主要ホテル送迎、日本語ガイド、2大展望台訪問（リンカーンズ・ロック展望台／エコーポイント展望台）、ジェノランケーブ鍾乳

洞ツアー『グランドツアー』（＝オリエントケーブ＆テンプル・オブ・バール）、野生カンガルー探し、ストロマトライト見学とブルーレイク

散策

子供料金

（4~14歳）

子供料金

（2~12歳）
大人料金

見どころ凝縮 ブルーマウンテンズエキスプレス

キャプテンクック・ディナークルーズ

IEC ポートスティーブンス【海】エコツアー

主要ﾎﾃﾙ送迎、日本語ｶﾞｲﾄﾞ、クラフトビール試飲とランチ、砂丘四輪バギー体験、ｻﾝﾄﾞﾎﾞｰﾃﾞｨﾝｸﾞ
主要ﾎﾃﾙ送迎、日本語ｶﾞｲﾄﾞ、ﾄﾞﾙﾌｨﾝｳｫｯﾁﾝｸﾞｸﾙｰｽﾞ、ﾓｰﾆﾝｸﾞﾃｨｰ、ｸﾙｰｽﾞ船内でﾋﾞｭｯﾌｪ昼食、4WD砂丘ｻﾌｧﾘﾂｱｰ、国立

公園入場料、動物園入園料（ｺｱﾗとの写真撮影、ｶﾝｶﾞﾙｰの餌付き）

シドニーから約1時間半、雄大な渓谷や深い森の広がるブルーマウンテンズ。ユーカリの大樹海

が作り上げた神秘的な雰囲気、不思議な伝説の残るスリーシスターズなど、その美しい景観か

ら世界遺産にも登録され、世界中からの来訪者を迎えています。ヨーロッパの田舎町の雰囲

気漂うルーラの町にも立ち寄り、見どころいっぱいのツアーです。 

世界遺産ブルーマウンテンズ観光に、世界最古の鍾乳洞ジェノランケーブ（Jenolan 

Caves）を組み合わせた自然派のための日本語エコツアー。リンカーンロック、エコーポイントの

二大展望台にジェノランケーブ鍾乳洞ツアー、野生のカンガルー探しと、充実した内容の体験

型ツアーです。 

美しいポートスティーブンスの海岸沿いに続く南半球最大級の広大な砂丘を4輪バギー

（ATV）で駆け抜けながら、ほかでは見られない360度広がる雄大なパノラマビューを堪能して

下さい。サンドボードを使った砂滑りは何度もやりたくなること間違いなし！午後はブリュワリーで

のビール試飲とランチでリラックスしたひとときを。 

 

世界遺産ブルーマウンテンズを半日で往復するエキスプレスツアー。 

人気のエコーポイント展望台やスリーシスターズタッチと神秘的なアボリジニーのダンスショーをご

覧いただきます。 

14時頃にはシドニーへ戻りますので、ツアー解散後のショッピング等もお楽しみいただけます。 

シドニーならではの美しい夜景を楽しみながら、ディナーを体験されてみてはいかがでしょうか。広々としたデッキ

から眺める夜のシドニーは、星空とマッチして昼間とはひと味違った輝きを放ちます。優雅な演奏と贅沢なディ

ナーコースで、充実の旅がワンランクアップする事間違いなし！ 

●以下いづれかのコースからお選びください。 

①スターライトコース ②キャプテンズコース ③ゴールドコース・ドリンク無 ④ゴールドコース・ドリンク付 

 

深い入り江に多種多様な野鳥が集まり、多くの野生のイルカが生息する事でも有名なポートス

ティーブンス。シドニーからは北へ200kmのエリアにある地元民に人気のリゾート地です。1時間

半のクルーズを楽しんだ後は大砂丘での4WDドライブへ!!最後は動物園を訪問し、ｺｱﾗとの記

念撮影をお楽しみください。 

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飲み物代は含まれない場合があります。

※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。 ※市内におけるライトレール工事の影響や交通事情に伴い、送迎場所を宿泊ホテル近隣

※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任 とさせていただく場合がございます。

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。

最終更新日：2020/3/9

ツアーコード： TEAS04 ツアーコード： TEAS05

催行日 毎日 催行日

催行人数 1名~ 催行人数

①館内ﾂｱｰ付 AUD105

②館内ﾂｱｰ無 AUD75

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 TOURNET OCEANIA (TEAS04) 現地催行会社 TOURNET OCEANIA (TEAS05)

ツアーコード： TEAS06 ツアーコード： TEAS08

催行日

催行人数

大人料金 子供料金

ツアーに

催行日

催行人数

キャンセル規定

現地催行会社 TOURNET OCEANIA (TEAS06)

ツアーコード： TEAS07

催行日 毎日

催行人数 1名~

大人料金

（5歳以上）
子供料金

ツアーに

含まれるもの

キャンセル規定 キャンセル規定

現地催行会社 SYDNEY OPERA HOUSE (TEAS07) 現地催行会社 TOURNET OCEANIA (TEAS08)

大人料金 AUD 105

1名~

オージーパブとナイトドライブ

※①リンウッドは、金・土・日・祝の予約はできません。

※⑤セントマイケルズは、木・土・日・祝の予約はできません。予約は2週間前からのみ受付可能です。

※ティーオフ時間の指定はできません。

※プレイ中はガイドは同行しません。

※レンタルクラブは有料です。（約AUD65~80くらい、ゴルフ場により異なる）　ご予約時にお申し出ください。（要事前予

約）

※全コース、スポーツシューズでプレイ可能。レンタルシューズは無料ですが、数/サイズに限りがございます。ご予約時にお申し出く

ださい。数、サイズに限りがあるため提供できない場合があります。（要事前予約）

※グローブ、ボール、ティー、マーカー等はご用意頂くか、現地にてお買い求め下さい。

※襟付きシャツ、ソックス着用にてご参加ください。

※スコア計算、キャディは追加代金が必要です。また延長の場合には追加代金を申し受けます。

※コースにより予約受付開始時期が異なります。

※ご予約確定後においても、悪天候によるコースコンディションやメンバーのコンペなどに伴い、ゴルフ場の都合により予告なしに

キャンセルとなる場合がございます。

※グリーンフィーの値上げなどでツアー代金が予告なく変更する場合があります。

※ゴルフ場や時期によって、事前にデポジットが必要な場合がございます。

(*1)電動カートがご利用いただけない場合、手引きカートをご利用いただいてのプレイとなります。その場合AUD10/人ご返金い

たします。

【不催行日】12/25

注意事項

2名~

コースにより異なる
原則8:00~10:00の間で設定しますティーオフ時間

ツアーに

含まれるもの
日本語ガイドによる市内主要ホテル送迎（チェックインアシスト）、18Hグリーンフィー、電動カート(*1)、ゴルフ保険

大人料金 子供料金 設定なし

① AUD 315

② AUD 350

③ AUD 350

④ AUD 400

⑤ AUD 450

実施日の５日前から１００％ 実施日の５日前から１００％

主要ホテルお送り(復路のみ)、日本語ガイド、オペラハウス館内ツアー（①館内ﾂｱｰ付の場合）

実施日の８日前から１００％　（8名以下の場合）

所要時間 07：30~17:30

※お土産店コガルー前、Hyatt Regency LG階ロビー、またはDFS・ハリントンストリート側入り口前に集合となりますので、お時

間までに各自ご集合ください。またツアー終了はお土産店コガルー前となります。

※スケジュールの訪問先・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もございます。

※車椅子ご利用でご参加の方は、オペラハウス入場観光にご参加頂けません。

※①オペラハウス館内観光付でオペラハウス入場観光ができない場合（オペラハウス館内ツアーが不催行含む）は、オペラハウス

の外観を楽しんで頂き、代替えの記念品をご用意いたします。

※②オペラハウス館内観光無の場合には、オペラハウス近辺で自由行動となります。

※イベントや天災などの不測の要件で、やむをえず不催行日追加・変更する場合があります

※天候・交通状況、イベント等の諸事情により行程・内容を変更する場合がござます。

※シドニー市内におけるライトレール工事の影響や交通事情に伴い、解散場所をご宿泊ホテル近隣地とする場合がございます。

【不催行日】12/31、1/26

子供料金

（2~12歳）
AUD 55

※子供料金でお申込みの場合、お子様メニュー(チキンナゲット＆チップスまたはフィッシュ＆チップスから選択)のご提供となりま

す。

※急なイベントや不測の事態に伴い、レストランが変更になる場合があります。その場合はセルフBBQにならない場合があります。

※天候、交通状況、イベント等の諸事情により夜景スポットの変更もしくは立ち寄り個所が減る等の行程内容の変更をさせてい

ただく場合があります。

※シドニー市内におけるライトレール工事の影響や交通事情に伴い、送迎場所をご宿泊ホテル近隣地とさせていただく場合がご

ざいます。

※往路のホテル送迎は、途中市内にてバスを乗り換えていただく場合がございます。

【不催行日】12/25・31

ツアーに

含まれるもの

主要ホテル送迎、日本語ガイド、セルフBBQディナー、ドリンク1杯(ビール・ワイン・ソフトドリンクのうち1杯)、チップス、サラダバー、

夜景スポットへのご案内

子供料金 大人と同額

火・木・土

2名~

AUD 370 大人と同額

主要ホテル送迎、日本語ガイド、ワイナリーでのテイスティング、ランチ

世界遺産オペラハウスとシドニーハーバーパノラマ観光

※催行時間：　10:00、11:00、12:00、13:30、14:30、15:30、16:30

　ご予約時に希望時間をお知らせください。

※送迎は含まれません。各自ツアー開始の15分前までに受付をお済ませ下さい。集合場所へは時間厳守でお越しください。間

に合わなかった場合でも、他の回への振り替えはできかねます。

※A4サイズより大きいお荷物（バックパックやお手荷物）はクロークに預ける必要がございます。スーツケースなど大型のお荷物を

お預かりすることはできません。

※ツアーでは、オペラハウスのさまざまな場所を移動する間に300段ほどの階段を上り下りしますので、平底の歩きやすい靴がお勧

めです。（ツアー中、手すりは利用可／ガイドの話を聞くために何度も立ち止まりますが、長時間座って休むことはできません。）

※リハーサルが行われている場合、メインホールの立ち入りが禁止となる為、ツアー内容や日程の変更がございます。

※館内でのビデオ撮影はご遠慮ください。写真撮影の機会はありますが、撮影をご遠慮いただきたい場所では、ツアーガイドが適

宜指示致します。

※2020年2月1日よりコンサートホールの大改修工事に入ります。工期は約10カ月～1年を予定しており、この間のコンサート

ホールの見学は含まれません。

※5歳未満は無料です。15歳以下のお子様は保護者同伴でのみ参加可能です。

【不催行日】　4/10、9/6、9/7、12/25、12/31、2021/2/26、2/27、3/13、3/14

※次の日程は時間により不催行。お問い合わせください。4/11、4/18、5/6、5/9、5/16、6/13、6/14、6/20、7/4、

7/18、7/25、2021/1/1

注意事項

所要時間所要時間 13：00~17：15
毎日

ツアーに

含まれるもの

大人料金

シドニー ゴルフ オプショナルツアー（混載）ハンターバレーワイナリー巡り１日観光

18：00~22：00頃市内戻り

＊各解散ホテル・近隣地へ

注意事項

※McGuigan Winery,  Cheese Company, Tyrrell's Winery, McWilliams & Mount Pleasant Winery, Hunter

Valley Garden Village 等訪れます。　(一例のモデルプランです。季節に応じたお勧めのワイナリーを巡ります。）

※市内ライトレール工事の影響や交通事情に伴い、送迎場所をご宿泊ホテル近隣地とする場合がございます。

※イベントや天災などの不測の要件で、やむをえず不催行日追加・変更する場合があります

※天候・交通状況、イベント等の諸事情により行程・内容を変更する場合があります。

【不催行日】12/25・31

実施日の５日前から１００％

オペラハウス　スポットライトツアー

日本語ガイド、オペラハウス入場

約３０分所要時間

実施日の3日前から100％

設定なしAUD 30

地元の人々に人気のパブ「The Great Northern Hotel」にて、本場オージービーフBBQ 

ディナーとでお腹を満たした後は、夜景ドライブへ！ 

ハーバー・ブリッジ、アンザック・ブリッジを一緒に写真に納めることができるマクマホンズポイントと、

ハーバーブリッジを含めた景色はシドニーで一番と言われているミルソンズポイントへ参ります。 

初めてシドニーへ来た方にお勧めの半日市内観光ツアーです。シドニーのシンボル、世界遺産オ

ペラハウス、ミルソンズポイント、ハイドパークバラックスといった、シドニーの名所へ日本語ガイドがご

案内します。車窓からは、ダーリングハーバーやセントメアリー大聖堂もご案内。 

①オペラハウスの日本語館内ツアー付 及び 

②オペラハウス日本語館内ツアー無 

から選べます。 

広大な大地オーストラリア。シドニー市内からもほどちかく、大自然の洗練されたコースでオーゴルフをお楽し

み下さい。 

①Lynwood （リンウッド） 

オーストラリアらしい平坦で広い、中級～上級者向けのチャンピオンシップコース。 

※金・土・日・祝は予約不可 

②Riversiide Oaks (リバーサイドオークス , Gangurru, Old Course) 

全豪プロ選手権が開催された、中級～上級者向けのチャンピオンシップコース。  

③ Riverside Oaks (リバーサイドオークス,  Bangool, New Course) 

リバーサイドオークスはシドニーで唯一の３６ホールを持つ、チャンピオンシップコース. 

④Macquarie Links (マッコーリーリンクス)  

リゾートスタイルの雰囲気で、初級～上級者まで対応のチャンピオンシップコース。 

⑤ St Michaels （セントマイケルズ） 

シドニー市内より車で南に約30分、南太平洋に面したリンクスタイプのチャレンジングコース。※木・土・日・

祝は予約不可。予約はプレイの2週間前から受付可能。 

※上記以外のコース設定もございます。お問い合わせください。 

シドニーのアイコン、2007年に世界文化遺産に登録されたオペラハウ

スの内側を体験できる30分のクイックツアー。唯一のオフィシャルツ

アーなので、一般では入れない帆の内側まで見学できる必見のツアーで

す。建造の歴史・建築技術に関する解説にも触れることができ、オペラ

ハウスの謎に迫る事ができるでしょう。 

 

シドニーのアイコン、世界文化遺産シドニーオペラハウスの舞台裏を日本語ガイドツアーと巡る、30

分のクイックツアー。かの有名な帆の下を行き巡りながら、一般には立ち入り禁止エリアに足を踏み

入れたり、めったに見られないアングルからの風景に出会えます。有名建築家の革命的なデザイン

や工学上の問題をどう乗り越えたのかなど、完成まで14年を要したシドニーオペラハウスの歴史や

不思議な魅力を知る、貴重な体験ができるツアーをお楽しみください。 

オーストラリア国内でも有名なハンターバレーのワイナリーをめぐるツアー。季節に応じたお勧めの

ワイナリーを訪れます。 

お気に入りの１本が見つかるかも！季節によってはブドウ園だけでなく、ブドウ園のまわりに咲く

綺麗なバラも見る事が出来ます。ランチは、ローカルレストランにて、ご用意致します。 
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