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乗下船地のエクスカーションは原則としてお申し込みいただけません。

パンフレットについて

シンボルマークのご案内

英文および本案内にはツアー毎に下記の記号が記載されています。 
ツアー選択の目安となさってください。

この案内はキュナード・ラインの "SHORE EXCURSIONS" の日本語版 (概要 ) です。 
詳細は船上のツアーデスクにお問い合わせください。

ご乗船日によっては設定のないツアーもございます。 
詳しくは VOYAGE PERSONALISER をご確認ください。

ツアー中の説明等は基本的に英語にて行われております。ご了承ください。

エクスカーションは事前予約が可能です。その場合、ご予約と同時にクレジットカードでの
お支払いが必要です。船内でのお申し込みの場合は船内でのご精算となります。
船内でのお買い物やお飲み物と一緒に下船前にご精算ください。

ツアー代金やコースの変更、天候などによる催行中止などもあります。

【健脚レベル : 低】 
観光バス等によるツアー。
平地での短い距離の歩行や階段の若干の上り下りを伴います。

【健脚レベル : 中】 
上記よりアクティブなツアーです。
ある程度の距離の歩行や階段の上り下りを伴います。

【健脚レベル : 高】 
さらに活動的なツアーです。
体力的に自信のある方のみにお勧めします。

【ショッピング】 ツアー中に買い物のための時間をお取りします。

【食事付き】 ツアーに食事が含まれています。

【休憩付き】 ツアーに飲み物または軽食が含まれています。

【ファミリー】 ファミリーにおすすめです。

【重要なご案内】 重要なご案内をご覧ください。
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バーニー (B u r n i e )
タスマニアの北西部の海岸沿いに広がる湾岸都市

バーニーは古くから根付く産業を持ちつつ、タス

マニアで4番目に大きな町として改革され続けて

きました。タスマニア島は約4割が世界遺産に認

定された国立公園や保護地となっています。自然

体験から街ののんびりとした市場の散策まで、様々

な体験を楽しみましょう。

デボンポートとドンリバー鉄道
ツアー番号：BWT004

所要時間：5時間
料金：大人＄94～　子供＄69～ (3 ～ 12歳 )

Devonport & The Don River Rai lway

バーニーを出発し車内でリラックスしつつ、マージー川とバス海峡の近くに位置している賑やかな街デボンポートに向かい
ます。海との深いつながりによって形成されたこの街は、オーストラリア元首相ジョゼフ・ライオンズの生まれ故郷でもあ
ります。
デボンポートでは、水先案内人が船舶と合流する海域の「パイロットステーション」の近くにある海事博物館を訪れます。
1920 年に当時の港長を讃えて作られたその海事博物館では、魅力的な展示物によってタスマニアとデンバーポートの海上
交通の歴史を学ぶことができます。
次に、ホーム・ヒルを訪れます。ここには、元タスマニア州知事でもあるジョゼフ・ライオンズと、彼の妻イーニッド・ラ
イオンズ、夫婦の 12人の子供たちが住んでいました。現在ではオーストラリア ナショナル・トラストが管理しており、タ
スマニア出身では唯一の首相であるジョゼフ・ライオンズと家族の生活をうかがい知ることができます。
ツアーの最後には、有志とボランティアのみで運営されているドンリバー鉄道に乗車します。駅で軽食を買うなどしながら
乗車前の短い自由時間を過ごした後、歴史ある鉄道車両に乗り 20分の鉄道旅行をお楽しみください。

ご案内：このツアーはバス、鉄道、徒歩にて行われます。ドンリバー鉄道はディーゼル・エレクトリック方式もしくは蒸気
力で運行されます。デンバーポートまでは片道約1時間かかります。また、約1時間 30分歩きます。ホーム・ヒルでは 20
段ほどの段差があり、電車に乗車する際にも数段の段差があります。ヒールのない歩きやすい靴でご参加ください。電車内
にトイレはありませんので、駅のトイレをご利用ください。お買い物の際には現地通貨が必要です。電車の乗車時間は片道
10～ 12分です。



タスマニアのグルメツアー
ツアー番号：BWT005

所要時間：7時間
料金：大人＄106～　子供＄89～ (3 ～ 12歳 )

Tassie Tasting Trai l

バスに乗ってグルメツアーに出かけましょう。それぞれの場所で生産者と会い、彼らの情熱に触れることができます。
アッシュグローブチーズ工場では、過去に賞を受賞したこともある手作りチーズがどのように生産されているかを見学した
り、実際に生産されたチーズを試食したりします。
ハウス オブ アンバーズでは、タスマニアクリーム、バター、リキュール、天然甘味料を使ってチョコレートや菓子が作ら
れています。チョコレートと素晴らしい風味のココアをお楽しみください。
41°South は、モンタナの滝から流れ出る源流を引き込んだ水でサーモンとチョウセンニンジンを育てる内陸の養魚場です。
農家の湿地帯を歩きながら、オーナーと会い、魚とチョウセン人参がどのように育てられているのか学びます。サーモンと
チョウセンニンジンを試食しながら、軽いスナックのランチを楽しみます。
グルメツアーの締めくくりに、バーニーへの帰路の途中でスプレイトンサイダーカンパニーに立ち寄ります。
ここには 4世代にわたって同じ家族に受け継がれてきた、ボトルのリンゴ酒を製造するための世界でも数少ない果樹種の
一種があり、タスマニアと世界の人々のために最高品質の実をつけています。港に戻る前に、グラス1杯のリンゴ酒を試飲
します。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ハウス オブ アンバーズでは、見学中に従業員がいない場合があります。
一般公休日や日曜日にはチョコレートの生産工程の見学が出来ない場合があります。
このツアーは起伏や段差のある道を1時間 30分程歩き、かつ数段の段差もあります。ヒールのない歩きやすい靴でご参加
ください。ご試食いただける食べ物は季節によって変わります。リンゴ酒の試飲は18歳以上の参加者に限られます。

バーニーの見どころと周辺の景観
ツアー番号：BWT008

所要時間：４時間
料金：大人＄69～　子供＄52～ (3 ～ 12歳 )

Burnie Sights & Surrounds

ガイドの案内で車からバーニーを観光します。歴史的な建物や地元の生活、現地のコミュニティーへの理解を深めながら、
なだらかな丘陵地帯に向かいます。
その後、オーストラリアで最大のシングルモルトウイスキーの蒸留酒製造業者であり、タスマニアの誇りとなっているヘリ
ヤーズロード蒸留所を訪れます。評価の高いウイスキーやウイスキークリームをお試しください。
タスマニアの沿岸から見える景観を楽しみながら、北東に位置する地球の地殻を通して押し上げられた死火山であるテーブ
ルケープ展望台に向かいます。
ワンダー オブ ヴィンヤードは、多くの展示物があるインフォメーションセンターです。ヴィンテージカーや役目を終えた
車両などとともに、地元の歴史的遺産を見学することができます。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。歩行距離は長くはありませんが、バスの乗り降りの際には段差がありま
す。テーブルケープ展望台には 4段の段差があります。
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クレイドル山
ツアー番号：BWT002

所要時間：8時間
料金：大人＄166～　子供＄129～ (3 ～ 12歳 )

Cradle Mountain

セントクレア湖国立公園内にあるクレイドル山はタスマニアで最も美しい景色の一つであり、外界から隔絶された自然豊か
な環境で知られています。クレイドル山からサウスウェスト岬を巡る 90分の景観ドライブでは、熱帯雨林や亜高山湖、タ
スマニアの最高峰などの素晴らしい景色を見ることができます。国立公園の入り口には観光センターがあり、数々の展示物
やアート作品が飾られています。公園内の寒冷な気候の中、遊歩道を散策します。晴れた日にはペンシルパイン滝が見られ
ることでしょう。ダヴ湖に移動するコースター (シャトルバス )に乗る前に地元のレストランでビュッフェ式の昼食をお楽
しみください。ダヴ湖では約45分間、息をのむような湖の景観を楽しみます。ぜひ写真を撮影しましょう。
湖のそばを散策したり、周辺の美しい景観を堪能した後、船に戻ります。

ご案内：このツアーはバス、コースター (シャトルバス )、徒歩にて行われます。このツアーでは起伏のある道を約30分間
歩きます。雨の際は地面が滑りやすくなるためご注意ください。ヒールのない歩きやすい靴でご参加ください。セントクレ
ア湖国立公園では寒さを感じる場合があるため、温かい服装でご参加ください。

ファーングレイド保護区とエミュー・バレー・ガーデン
ツアー番号：BWT007
所要時間：3時間 30分

料金：大人＄99～　子供＄69～ (3 ～ 12歳 )

Fernglade Reserve & Emu Valley Gardens

このツアーは自然が好きな方に最適なツアーです。0.2 平方キロメートルのファーングレイド保護区は約 60種類の鳥類や
ワラビー、ポッサム、タスマニアンデビル、フクロネコ、カモノハシといった絶滅の危機に瀕している動物の住処となって
います。自然研究家のガイドと共に川沿いを探索して、保護区のエコツーリズムと保全活動の様子を見学します。また、野
生のカモノハシを観察するのに最適な場所として、世界中でも 3本の指に入るこのファーングレイドで、野生のカモノハ
シを観察しましょう。ファーングレイドから8kmの上流にはエミュー・バレー・ガーデンがあります。そこで散策の前にモー
ニングティーをお楽しみください。ボランティアによって 35年前に作られたこの 11ヘクタールの自然公園は、湖や滝、
石垣などがあり、散策路が張り巡らされています。この自然公園は多くの種類の植物を季節を問わず観察することができま
すが、やはり一番の見どころはレンゲツツジでしょう。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーでは、起伏を含む道に加えて、急な上り坂や下り坂を歩きま
す。ヒールのない歩きやすい靴でご参加ください。自然園の植生は季節によって変わります。常に花が満開であるとは限り
ません。

洞窟と渓谷の眺め
ツアー番号：BWT003

所要時間：5時間
料金：大人＄79～　子供＄59～ (3 ～ 12歳 )

Caves & Canyon Views

タスマニアの美しい田園風景を楽しみながら、ガンズプレインズまで向かいます。この地域の美しい農地の下に隠されてい
るのは、洞窟、陥没穴、地下水脈といった魅力的な世界です。
光り輝くクリスタルと色彩豊かな色で満たされた洞窟内をガイドの案内で観光します。この洞窟は、現在も流れる地下の川
によって形成されており、洞窟を探検している際にその流水音を聞くことができます。川は淡水であるため、ザリガニ、ウ
ナギなどの魚、カモノハシなどの住処になっています。またこの洞窟はその景観も有名で、カルサイト、フローストーンそ
して世界で最も大きい鍾乳石やツチボタルを見ることができます。次に、タスマニアで最も深い峡谷であるリーブン・キャ
ニオンに向かいます。ここでは、渓谷全体を見渡すことのできる展望台まで徒歩で移動します。峡谷は高さ 300メートル
の石灰岩の崖を流れるリーブン川によって作られ、ルーンガナ地域からバス海峡に流れ込んでいます。展望台からは、
1339mの標高でエリア最高峰であるブラック・ブラフや、周辺の壮大な景観を眺めることができます。カメラをお忘れな
くお持ちください。帰路の車窓からオーストラリアの美しい景色をお楽しみください。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。参加者は洞窟に入る際、50段の段差を下る必要があります。洞窟内で
は 200段の段差を上り下りする必要があります。ヒールのない歩きやすい靴でご参加ください。リーブン・キャニオンで
展望台を訪れる参加者は起伏のある道を約 20分間歩きます。リーブン・キャニオンでは天候が不安定です。



ダニーデン (D u n e d i n )
ダニーデンは、ニュージーランドの南島で2番目

に大きな街であり、オタゴ地方の主要都市です。

1865 年には金鉱を探しに来る移民が絶えず、人

口が急増しました。

滞在中、素晴らしいダニーデン駅を訪れ、世界的

に有名なタイエリ峡谷鉄道からの美しい景色を眺

めてみてはいかがでしょうか。きっとあなたの心

に残る貴重な体験となるでしょう。

野生動物観察クルーズ
ツアー番号：DUD003
所要時間：2時間 30分

料金：大人＄82～　子供＄40～ (3 ～ 12歳 )

Wildl ife Discovery Cruise

港に到着後、オタゴ湾をクルージングします。ここでは多様な海洋生物を見ることができるでしょう。双眼鏡を用意し、ア
シカやペンギン、鳥類、イルカなど生息する動物を観察してみてください。
ここでは、世界で一番大きい鳥アホウドリを観察できる滅多にない体験をすることができます。アホウドリは翼長約3ｍに
も及び、時速 145kmで獲物に襲い掛かります。また、よく観察すれば、非常に珍しいキンメペンギンを発見することがで
きるかもしれません。
クルージング中は、紅茶や、コーヒー、フルーツジュース、ビスケットなどの軽食が提供されます。

ご案内：このツアーはバスとボートにて行われます。ボートクルーズの時間は約２時間です。ボートの乗船地へは往復シャ
トルバスにて移動します。このツアーでは歩行はあまり含まれていませんが、バスの乗り降りやボート乗降時に急な傾斜の
上り下りがあります。

ダニーデンハイライト観光
ツアー番号：DUD001
所要時間：3時間 30分

料金：大人＄60～　子供＄42～ (3 ～ 12歳 )

Dunedin Highl ights

港に到着後、バスで海岸沿いを走りオルベストン邸へと向かいます。ジャコビアン様式のこの邸宅は、1900 年代初頭に現
地の商人デビッド・セオミンのために建てられました。その緻密な装飾はオルベストンの優美さと雄大さを象徴しています。
この邸宅の周辺を散策すると、当時栄華を誇った一族の生活を垣間見ることができるでしょう。邸内には世界中から集めら
れた財宝が眠っています。この邸宅は 1966 年にセオミンの娘によりダニーデンへと寄贈され、現在に至ります。
オルベストン邸を訪れた後は、ニュージーランドで最も古い植物園を訪れます。1863 年に造られたこの植物園は約 29万
平方メートルの敷地を誇り、ニュージーランドの原生植物が多数生息する他、ツツジ・バラ園といった特定の植物のコレク
ションでも有名です。最後に、オタゴ大学、ダニーデンの伝統的な建物、オタゴ湾、ビーチエリア、ダニーデン駅などを巡
る景観ドライブを経て、船へと戻ります。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。植物園では、お客様のペースで約 30分歩きます。歩く場所はおおむね
舗装された道となっています。
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タイエリ峡谷鉄道からの景観
ツアー番号：DUD002
所要時間：5時間 30分

料金：大人＄172～　子供＄115～ (3 ～ 12歳 )

Taier i  Gorge Scenic Rai lway

ダニーデンの有名かつ歴史あるタイエリ峡谷鉄道で、絵にかいたような風景を横目にプケランギまでの列車の旅をお楽しみ
ください。険しく壮大なタイエリ峡谷や大きな鉄橋、100年以上前に手作業で掘り進められたトンネルなどを通ります。
車内では、ピクニック形式の軽食と無料の地元のビールやワイン、フルーツジュース、紅茶、コーヒー、ミネラルウォーター
などの飲み物が提供されます。この地に関する解説を聞いたり、過ぎゆく景色を眺めながらお楽しみください。見晴らしの
いい場所では停車しますので、ぜひ絶景を写真に収めてください。
船にバスで戻る際に、ダニーデン駅で一時停車します。

ご案内：このツアーは列車にて行われます。列車には空調設備は付いておらず、乗降時には 4段の階段があります。

ネイチャー・ワンダーズを訪ねて
ツアー番号：DUD007
所要時間：4時間 30分

料金：大人＄134～　子供＄99～ (8 ～ 12歳 )

Argo Experience at Natures Wonders Reserve

港に到着後、オタゴ半島の先端部に位置するタイアロア・ヘッドへの景観ドライブへと出発し、私的資金で創設された貴重
な野生動物の保護区ネイチャー・ワンダーズを訪れます。
到着後、8輪駆動の水陸両用車に乗り込み、ありのままの自然を冒険していきます。途中、キンメペンギンが生息するペン
ギンビーチで停車します。運が良ければ、道中の様々な場所でコガタペンギンやオットセイ、アシカ、鵜などを見ることも
できます。港に戻る前に、お茶、コーヒーをお楽しみください。

ご案内：このツアーはバスと水陸両用車、徒歩にて行われます。けがをされている方や乗り物の揺れによって身体に支障を
きたす恐れのある方は参加できません。保護区までは片道約1時間かかり、かなり曲がりくねった道をドライブします。妊
娠されている方、8歳未満のお子様は参加できません。また、体重が 115kg 以上の方も参加できません。このツアーでは砂
利道を歩くことがあります。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。観察を行う際、双眼鏡を貸し出します。一人で
使用したくても双眼鏡は他のお客様と共有していただく場合があります。予約前にVoyage Personaliser の予約画面にある
重要なご案内のセクションを必ずお読みください。

オタゴ半島にてカヤッキング
ツアー番号：DUD008
所要時間：4時間 30分

料金：大人＄159～　子供＄149～ (10 ～ 12歳 )

Otago Peninsula Kayaking

ポート・チャーマーズからオタゴ湾の東海岸沿いを通り、ダニーデンへとバスで向かいます。西海岸沿いへと移ると、オタ
ゴ半島に沿って小さなポートベロの街へと向かいます。
到着後、安全に関する説明を受け二人乗りのカヤックへと乗り込み、荒々しくも美しく切り立った海岸沿いを冒険します。
ニュージーランドオットセイやシロアホウドリ、鵜などの海洋生物にも注目してみてください。
途中でビーチにて休憩を取ります。手足をよく伸ばし、軽食をお楽しみください。休憩を終えると再び海岸へと戻り、バス
でポート・チャーマーズへと帰ります。

ご案内：このツアーはミニバスとカヤックにて行われます。参加者は身体的に健康で泳ぐことができる必要があります。体
重が108kg 以上の方は参加できません。10歳未満のお子様の参加はご遠慮ください。オタゴ半島まではミニバスで片道約
1時間で、カヤック乗船時間は約1時間です。服の下に水着を着て参加するか、着替え用の服をご用意ください。また、帽子、
サングラス、日焼け止め、タオルもご用意ください。ウォーターシューズで参加することが望ましいですが、カヤック乗船
中は靴を脱ぐ必要がある場合があります。乗船中はライフジャケットを着用する必要があります。このツアーは天候によっ
てカヤック乗船エリアが変更となる場合があります。
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アカロア (A k a r o a )
アカロアとはマオリ語で「長い港」を意味します。

細い半島の上にある休火山から眺めるアカロアは、

人気のあるリゾート地です。

アカロアの港からは、南島の小型イルカを目玉と

したボートツアーに参加することができます。ま

た、街にはバーやレストランがあり、あなたを歓

迎してくれます。クライストチャーチからは約83

キロ離れた場所に位置しています。

アカロアと半島とザ・ジャイアンツ・ハウス
ツアー番号：AK1010

所要時間：4時間
料金：大人＄124～　子供＄84～ (3 ～ 12歳 )

Akaroa, Peninsula & the Giants House

魅力的な火山地域の美しい景色を楽しみながら、デゥバウチェル湾を通って、地元のチーズ工場のあるバリーズ湾に向かい
ます。ここでは、チーズ製造過程に関する短いプレゼンテーションを楽しんだり、おいしい地元のチーズを試食したりする
機会があります。
その後、サミット・ロードを通り、素晴らしい景色を楽しんだ後、オケインズ湾に向かいます。この地域には、オケインズ
湾マオリ植民地博物館があり、鍛冶屋、プリントショップ、馬具、修復された学校、マオリ会議場、植民地時代のホール、
元アカロア見本市会場などが展示されています。アカロアに戻ると、芸術家のジョシー・マーティンによって作られた華や
かで幻想的なモザイク画と彫刻の庭園がある、ザ・ジャイアンツ・ハウスを訪れます。ジョシー・マーティンの伝説的な奇
抜さが、庭のすべての彫刻作品と趣のある家を通して伝わってくることでしょう。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーでは、砂利や芝生を含む様々な地形を歩きます。ザ・ジャイ
アンツ・ハウスを訪れる際、坂道と 10段の階段があります。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。

クライストチャーチ南極センターと植物園
ツアー番号：AK1007
所要時間：6時間 30分

料金：大人＄112～　子供＄80～ (3 ～ 12歳 )

Antarctic Centre & Free Time in Christchurch

アカロアを出発し、クライストチャーチの街をバスで巡りながら、南極での生活を展示している、町の観光名所の一つであ
る国際南極センターに向かいます。このセンターは、ニュージーランド、アメリカ、イタリアの南極調査計画が進んでいる
基地となっています。
南極センターを出発すると、ハグレイ公園、エイヴォン川、追憶の橋を巡りつつ、クライストチャーチ植物園に向かいます。
ここでは、自由散策を楽しむことができます。クライストチャーチから出発し、アカロアへ戻ります。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。南極センターでの滞在時間は約 2時間です。雪洞ではウォームジャケッ
トとオーバーシューズが用意されています。クライストチャーチまでの移動時間は約1時間30分です。訪問順序は異なる
場合があります。南極センターと植物園ではガイドが付きません。自由行動のため、昼食や軽食は含まれていませんが、南
極センターで購入することができるため、現地通貨（ニュージーランド・ドル）をご用意ください。怪我や体調のすぐれな
い方のハグランド号 (雪上車 ) の乗車はお勧めできません。
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アカロアでの自然クルーズ
ツアー番号：AK1003

所要時間：2時間
料金：大人＄94～　子供＄39～ (3 ～ 12歳 )

Akaroa Nature Cruise

モダンで豪華な約 18メートルのカタマラン船に乗って、広大なアカロア湾を巡る魅力的なクルーズをお楽しみください。
死火山噴火口、巨大な岸壁やカセドラルケーブなど、美しく素晴らしい風景を巡りつつ、船長より、地域の自然、野生生物、
歴史についての詳しいガイドを聞きましょう。
この港は、世界で最も小さく珍しいイルカであるセッパリイルカで有名なため、フレンドリーで好奇心旺盛な彼らを見るこ
とができるかもしれません。
陸上に戻る前に、船長が世界で最も小さいペンギンであるハネジロペンギンと、岩の上で日光浴するニュージーランド・オッ
トセイを見るのに最適な場所に連れて行ってくれます。ここでは、5種類の鵜と、絶滅の恐れのあるキンメ・ペンギンを含
む、数多くの鳥類を観察できます。

ご案内：このツアーはカタマラン船にて行われます。カタマランには 2つのデッキがあり、日陰エリアと日向エリアがあ
ります。野生生物を観察出来る機会はありますが、保証はされていません。ツアーの枠には限りがあるため、早めのご予約
をお勧めします。

クライストチャーチ探訪
ツアー番号：AK1008

所要時間：7時間
料金：大人＄146～　子供＄120～ (3 ～ 12歳 )

Christchurch Discovery

アカロアからメルトン・エステート・ワイナリーへ向かう途中にあるバンクス半島の美しい景色をお楽しみください。この
ブティック・ワイナリーは魅力的な環境の中にあり、受賞歴のあるワインを試飲するのに最適な場所です。ここではシェフ
が地元の調味料を使った軽食を提供してくれます。
その後、クライストチャーチの街に向かい、パントと呼ばれる平底船に乗り、エイボン川に沿ってゆったりと楽しみます。
エドワード朝の時代に見立てた制服を着た漕ぎ手のガイドを聞きながら、リラックスしたひと時を過ごしましょう。
ツアーの締めくくりとして、電動オープン・サイド・トロリーバスである「キャタピラー」に乗り、クライストチャーチ植
物園のガイド付きツアーに参加しましょう。季節ごとの色彩と植物の生態が混ざり合った素晴らしく印象的な庭園をお楽し
みください。

ご案内：このツアーはバス、パント、トロリーバス、徒歩にて行われます。訪問順序は異なる場合があります。18歳未満
の方はワインの試飲に参加できません。パントに乗り降りする際には、屈むなどの動作が必要になります。パントの乗車場
所は少し傾斜があります。ヒールのない、歩きやすく滑りにくい靴を履いてご参加ください。
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徒歩でアカロア散策
ツアー番号：AK1005
所要時間：1時間 30分

料金：大人＄49～ 　子供＄26～ (3 ～ 9歳 ) 

Discover Akaroa on Foot

古代の火山の中心に位置する、かつてフランスとイギリスの植民地であったアカロアの美しい地域をゆっくりと散策しま
しょう。
この魅力的な村を散策すると、美しい水辺が見えます。また、巨大な金属製の捕鯨用ポット、かつてフランス人が上陸した
場所、趣のあるコロネーション図書館、快適なコテージ、植民地時代の建築物などを見ることができます。
知識豊富なガイドが、周囲の建物や道端の工芸品、色彩豊かな登場人物を使いながら、まるで当時を再現したかのような、
豊かで興味深い物語を作り、その時代に戻ったかのようなアカロアの歴史を体感します。

ご案内：このツアーは徒歩にて行われます。標高の高い場所を約１時間半かけてゆっくりと散策します。上着と歩きやすい
靴をご用意ください。10歳未満のお子様はこのツアーに参加することができません。



2 階建てバスで巡るアカロア
ツアー番号：AK1011

所要時間：2時間
料金：大人＄48～　子供＄46～ (3 ～ 12歳 )

Akaroa by Double Decker Bus

アカロアはクライストチャーチから約75km離れたのどかな街で、豊かな自然に囲まれたバンクス半島に位置しています。
アカロアの街はアカロアという同様の名前を持つ入り江沿いに位置し、マオリ語で「長い港」を意味しています。この港は
昔の噴火によって噴出した溶岩で周囲を囲まれています。1960 年代にロンドンで走っていた 2階建てバスに乗って観光を
お楽しみください。ガイドがマオリ、フランス、イギリスそれぞれに影響されて形成された地域の文化をご紹介します。ア
カロアの街、アカロア湾、ザ・ヒルトップ・タバーンを巡りながら、歴史的な建物、植民地建築、自然の景観をご覧いただ
きます。ザ・ヒルトップ・タバーンからは穏やかなアカロア港を臨む、息を飲むような景色を眺めることができます。この
場所は写真を撮るのに最適な場所です。また、ここで軽食を購入することもできます。このツアーでは上記の美しく魅力的
な地域を巡ることができるだけでなく、アカロアの自由散策も十分に楽しむことができます。

ご案内： このツアーは 2階建てバスにて行われます。定員があるため、早めの予約をお勧めします。歩く距離は短いですが、
バスの乗り降りや 2階デッキに上る際などに階段を上り下りする必要があります。買い物のために現地通貨をご用意くだ
さい。

8

クライストチャーチ自由観光
ツアー番号：AK1006

所要時間：7時間
料金：大人＄69～　子供＄50～ (3 ～ 12歳 )

Christchurch On Your Own

クライストチャーチは 2010 年と 2011 年に大規模な地震が発生しました。最も壊滅的なのは 2011年2月22日です。破
壊された建物の大半は撤去されたか安全な状態にされ、その後すぐに重要な再建計画が開始されました。
街の伝統建築物はダメージを受けましたが、伝統的なイギリスの雰囲気はまだ鮮明に残っています。植物園とハグレイ公園
はニュージーランドで最も印象的な憩いの場所となっています。カンタベリー博物館は、地震に耐えられる唯一のネオゴシッ
ク様式の建物で、マオリ族固有の文化や初期のヨーロッパの居住地を展示しています。
運転手がクライストチャーチについて、グロスター・ストリートのアートギャラリー周辺に到着するまで説明をします。そ
の後、この修復途中の都市を約 4時間、自由に探索してお楽しみください。

ご案内：このツアーはバスにて行われます。移動時間は約1時間30分で、ガイドは付きません。昼食と入場料はツアー代
金に含まれていません。地図が提供されます。自由時間中に歩く距離はお客様の計画によって異なります。現地通貨（ニュー
ジーランド・ドル）をご用意ください。クライストチャーチを出入りする道路は曲がりくねっており、めまいのある人には
お勧めできません。

アーサーズ・パスへの旅と風光明媚な列車乗車
ツアー番号：AK1001

所要時間：9時間
料金：大人＄314～　子供＄245～ (3 ～ 12歳 )

Journey to Arthur’s Pass & Scenic Train Ride

アーサーズ・パスまでの景観の良い旅を楽しみましょう。道中でモーニング・ティーをいただくためにホームブッシュ・ス
テーブルズ＆ホームステッドに立ち寄ります。この古い厩舎は約 3.2 ヘクタールの森林庭園に囲まれており、植民地時代の
農業を垣間見ることができます。バス旅の最終工程では、壮大な山の景色を巡りつつ、アーサーズ・パス駅に向かい、ここ
で列車に乗ります。この壮大な列車の旅で、丘陵地帯、トンネル、高架橋、遠方の河川、そしてアーサー・パス国立公園の
熱帯雨林など、比類のない景観を巡ります。この景観を巡る間、列車にはスナックボックスの昼食が用意されています。
ロルストン駅でバスに戻り、景色を楽しみながらアカロアに戻りましょう。

ご案内：このツアーはバス、鉄道、徒歩にて行われます。大半はバスにて行われます。ホームブッシュへの所要時間は約 2
時間であり、アーサーズ・パス駅はホームブッシュからさらに約2時間かかります。帰りの所要時間は約2時間で、電車に乗っ
ている間に見た景色を再び見ることになる可能性があります。列車の乗車時間は約 1時間 45分で、Cunard 社の貸し切り
ではありません。列車は車椅子やスクーターには対応していません。参加者は列車の乗り降りができる人に限ります。バス
の発着場は電車から約 73メートルのところにあります。歩きやすい靴とジャケットをご用意ください。
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ウェリントン (We l l i n g t o n )
光り輝く湾を囲む丘陵に位置するウェリントンの

美しい環境と乾燥した天候は、サンフランシスコ

のそれに似ています。湾には、小さな白い帆を張っ

た船と貨物船が行き来しています。

コンクリートとガラスで構成された魅力的なエド

ワード様式の建築物は現代的な輪郭を印象的に形

作っている一方で、この町の文化的な側面はオー

クランドさえも超えるほど豊かなものだともいわ

れています。

ウェリントンの森、花とケーブルカー
ツアー番号：WLG002
所要時間：3時間 30分

料金：大人＄69～　子供＄36～ (3 ～ 12歳 )

Forest ,  Flowers & Funicular

まずは、ニュージーランド固有の植物と動物だけを集めた、国内唯一の植物園と保安林であるオタリ＝ウィルトンズ・ブッ
シュに向かいます。ここはかつてマオリの狩猟場でした。原木や、原木から育った針葉樹林内を歩くことができる人気スポッ
ト、キャノピー・ウォークウェイを歩くことで、その景色を堪能しましょう。ツリー・トップ・ウォークでは、高さおよそ
20メートルの渓谷の上を、安定した歩道橋をつたって歩くことができます。森の上から生物を眺めるというユニークな体
験をしながら、最も植物が集まっているエリアに向かって歩きます。
フォレスト・ウォークを終えたら、真っ赤なケーブルカーに乗ってケルバーンに行きます。そこでバスに乗り、約 22万平
方メートルもあるウェリントン植物園に向かいましょう。その植物園では、その土地固有の木々と外来種が両方とも管理さ
れており、その中心にあるものはザ・レディー・ノーウッド・ローズ・ガーデンです。この格式高い庭園には、1200 種以
上のバラがあります。ベゴニア、シダ、ブーゲンビリア、ハイビスカス、プルメリア、クチナシのみならず、およそ 300
種類の現代的な種、78種の蔓バラ、700種のガーデニング用の植物が生息しています。
帰る際には、街や港、客船など素晴らしい景色を楽しめます。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。また、平坦な道や傾斜のある砂利道を約1時間歩くので、ヒールの無い
つま先の閉じた歩きやすい靴でご参加ください。

ジーランディア野生動物保護区
ツアー番号：WLG010

所要時間：3時間
料金：大人＄69～　子供＄36～ (3 ～ 12歳 )

Zealandia Sanctuary Experience

ジーランディアは、ユニークで、環境にやさしく、究極の都市での自然体験をすることができる場所です。ニュージーラン
ドの本島の中で最も訪れやすい場所であり、ムカシトカゲ、コマダラキーウィ、サドルバック、ヒヒ、ジャイアント・ウェ
タなどを含む、ニュージーランド固有の動物の中で最も有名であり、かつ絶滅危惧種である種の安息地となっています。
この野生動物保護区は、約2.6平方キロメートルに及ぶその土地土着の植物の広原や、再生途中の低地林、湿原で構成され
ています。また、これらを捕食者（特にハリネズミやポッサムといった外来の哺乳類）から守るために作られた、約 8キロメー
トルに及ぶフェンスがあります。
ガイドと共に保護区を散策し、動植物について学びます。 爬虫類、哺乳類、鳥類など、ニュージーランドのさまざまな動植
物を観察します。 ツアーの最後には、お土産を買えるギフトショップに立ち寄ることができます。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。このツアーではガイドと共に約2時間30分歩きます。ヒールの無い歩
きやすい靴でご参加ください。日焼け止めと飲料水をご用意ください。



マティウ / サムズ島　
ツアー番号：WLG013
所要時間：4時間 15分

料金：大人＄99～　子供＄69～ (3 ～ 12歳 )

Matiu Sommes Island

ガイドと合流後、ブランドン・ストリートまで移動し、そこからフェリーターミナルまで歩きます。フェリーに乗船後、マ
ティウ / サムズ島までの 25分間の旅をお楽しみください。
到着後、ガイドの案内で、野生生物の聖地でもあるこの晴れやかで静かな島でウォーキング・ツアーへと出かけます。その
名が示す通り、マティウ / サムズ島にはマオリ族やヨーロッパ人との深い歴史的背景があります。かつてウェリントンのマ
オリ族の伝統的な場所であったその島は、現在では、検疫の拠点、インターネットの基地、軍事的防衛の基地などとして機
能しています。
この島は現在、ニュージーランド固有の植物や動物の保護に努めています。ノースアイランドロビン、ミズナギドリ、アオ
ハシインコなど珍しい固有種の定住地、またコガタペンギンの生息地となっています。ここには、その生態が謎に満ちたム
カシトカゲなど 6種類の爬虫類も生息しています。ウォーキング・ツアーでは、ガイドによる島の歴史の解説や、隠れて
いる野生生物の探索を楽しみます。その後、ウェリントンまで船で戻り、桟橋を歩いて戻ります。

ご案内：このツアーはバス、フェリーと徒歩にて行われます。比較的平坦な道を約2時間歩きますが、山頂に向かう際はや
や傾斜のある短い坂を上る必要があります。必ず、ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。水と帽子、日焼け止めを
お持ちください。悪天候の場合に備えて雨合羽もご用意ください。ブランドン・ストリートまでシャトルバスで移動した後、
フェリーターミナルまで約10分歩きます。動物や鳥類が見られるかどうかは保証できません。
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ロード・オブ・ザ・リングとウェタ社の映画の舞台
ツアー番号：WLG012
所要時間：3時間 30分

料金：大人＄89～　子供＄58～ (3 ～ 12歳 )

Lord of the Rings & Weta Fi lm Prop Tour

まず、ニュージーランドの創造的な世界最南端の首都であるウェリントンを一望しましょう。ビクトリア山の頂上からは、
360度の街の景色や鍵穴の形をした港を見渡せ、ウェリントンで最も良い景色を見られる場所となっています。
その後、映画「ロード・オブ・ザ・リング」の撮影が始まった場所に行きます。フロドやホビットが旅を始めたアウター・
シャイアの美しい森を通って散歩をしましょう。「レース・トゥー・ザ・フェリー」や、有名な「ゲット・オフ・ザ・ロード」
など、多くのシーンがこの場所で撮影されました。
続いて、ウェタ・ワークショップを訪れるために、ミラマーに向かいます。ウェタの魔法の裏側を垣間見ると、この特注施
設の壁の内側で生み出されている独創性を感じることができます。映画が作成される過程については、優秀なウェタ・ワー
クショップのクルーが解説します。ウェタ・ワークショップを共に作った、ピーター・ジャクソン、 リチャード・テイラー、 
タニア・ロジャー、ジェイミー・セルカークの対談を収めた短い映像を見れば、ウェリントンでの映画産業の歴史を知るこ
とができます。
最後に、エバンス湾とオリエンタル・ベイを経由し、ウェリントンと港の景観を楽しみます。

ご案内：このツアーは都市バスと徒歩にて行われます。ウェタ・ワークショップ内では写真撮影は禁止されています。法令
により、どこにも映画のセットは残されていないということをご承知おきください。また、このツアーでは、起伏があり、
傾斜もある小道を含む様々な場所を約 1時間歩きます。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。
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ウェリントンの名所
ツアー番号：WLG003
所要時間：4時間 

料金：大人＄70～　子供＄39～ (3 ～ 12歳 )

Well ington Highl ights

標高約 200メートルのビクトリア山の頂上まで車で向かいます。街や港の美しい景色を写真に収めてください。
国会議事堂、ニューウェリントン教会、ビジネス街など街の中心部を通り、植物園へと向かいます。約22万平方メートル
に及ぶ、その土地固有の木々と外来種が両方が生息している庭園のウォーキングを楽しみましょう。その中心にあるのは、
レディー・ノーウッド・ローズ・ガーデンとベゴニアハウスです。レディー・ノーウッドにはベゴニア、シダ、ブーゲンビ
リア、ハイビスカス、プルメリア、クチナシ、そして 1200 種以上のバラがあります。
その後、旧セントポール教会を車窓から眺めながら、ウェリントンのウォーターフロントに車で向かいます。ニュージーラ
ンド国立博物館テ・パパ・トンガレワに到着すると、ガイドが館内を案内してくれます。ここには工芸品や文化財の他、マ
オリ・ミーティング・ハウスや装飾彫刻が展示されており、ニュージーランドの地理や歴史、特徴的な自然環境、そして先
住民族マオリにまつわる話などを聞くことができます。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。平地を合計約 45分歩くため、ヒールの無いつま先の閉じた靴でご参加
ください。

ストームコースト
ツアー番号：WLG006
所要時間：4時間 

料金：大人＄78～　子供＄48～ (3 ～ 12歳 )

The Storm Coast

ドライブでペンカロウ駅まで行き、ウェリントン湾の最東端に向かいます。ウェリントンに初めて定住した人が上陸した場
所であるぺトンを通る港の海岸線に沿って、ストームコーストの景勝ルートを通ります。美しい海岸線に沿ってドライブし
ている間、海岸の村や海が見えるだけでなく、難破船に関する話も聞くことができます。ウェリントンで最初の羊や牛の大
牧場の一つとなったペンカロウ駅を見て、農場の犬の実演を楽しみます。その後、ウェリントンの隠れた湖や、ニュージー
ランドで最も古い灯台、マオリの歴史に関する場所などに行きます。
ウェリントンで最も穴場とされているのが、ペンカロウ・ロッジです。そのロッジは、ウェリントン湾の入り口近くにあり、
クック海峡を越えて南島のカイコウラ山脈までの見事な景色を眺めることができます。お茶、コーヒー、スナックなどと共
に、美しい景色を楽しみましょう。
帰路の途中、時間が許せば、デイズ・ベイで短い自由時間があります。

ご案内：このツアーでは平坦な道を40分ほど歩きますが、その内 30分は自由参加です。歩きやすい靴でご参加ください。

クワッド・バイク ( 全地形対応車 ) 体験
ツアー番号：WLG015
所要時間：6時間 30分 
料金：大人＄169～

Quad Biking Experience

ウェリントンから車でわずか45分で、美しい景色が広がる郊外のワイヌイオマタに行くことができます。20キロメートル
の海岸線と100キロメートルに及ぶ道があるため、オフロード・クワッド・バイクに最適な場所です。
美しい景観を楽しみながら、ガイドと共に標高900メートルまで登ります。原生林や霞がかる山頂の景色を堪能しましょう。
道中、写真撮影のために停車することがあります。またサンドウィッチの軽食が提供されます。
クワッド・バイクの冒険の後、ウェリントンへの帰りのドライブの際にリラックスしながら、この体験を振り返ってみてく
ださい！

ご案内：このツアーはミニバン、クアッド・バイク、徒歩にて行われます。このツアーは雨天でも決行されます。妊娠中の
女性と 18歳未満の方は参加できません。有効な運転免許証（無事故・無違反）をご用意ください。参加者は安全に関する
説明を聞くだけでなく、運転のデモンストレーションを行う必要があります。このツアーは1人1台のクアッド・バイクが
用意されているため、後部座席は乗ることができません。怪我をしている方や乗り物酔いをしやすい方は参加できません。
長ズボンとヒールの無いつま先の閉じた靴を必ず着用してご参加ください。飲料水とサングラス、バックパック式のカバン
をご用意ください。参加者は権利放棄書に署名する必要があります。



シールコースト・サファリ
ツアー番号：WLG001
所要時間：3時間 30分

料金：大人＄148～　子供＄104～ (3 ～ 11歳 )

Seal Coast Safari

岩のごつごつしたウェリントンの海岸線の景色を、4輪駆動車で巡ります。古くからあるレッド・ロックやトング・ポイン
トにある傾いた灯台を見ます。ビーチでは、オットセイや留鳥の生息地を観察します。
海洋哺乳類を間近で観察している間に、ガイドがオットセイの一生と交配の習性を説明してくれるでしょう。また、ここで
は軽食が提供されます。
ブルックリンの風力発電所を経由し、ウェリントンの丘を通ります。南島の遠く離れた山々や、タスマン海、紺碧の太平洋、
首都といった、丘からの美しい景観をお楽しみください。

ご案内：このツアーは 4輪駆動車と徒歩にて行われます。けがをされている方や乗り物の揺れによって身体に支障をきた
す恐れのある方は参加をお控えください。妊婦の方や幼児は参加できません。このツアーでは、狭く、曲がりくねった道も
通ります。オットセイの生息地に行くためにはビーチの岩の上を歩かなければならないので、滑りにくく、歩きやすい靴で
ご参加ください。4輪駆動車に乗車中はお手洗いに行くことができません。

ウェリントンの美食
ツアー番号：WLG014
所要時間：4時間 
料金：大人＄114～

Flavours of Well ington

ウェリントンの美しい景色のドライブを楽しんだ後、歩いて地元のおいしい料理を食べに行きましょう。
地元の美食家と共に、ウェリントンの料理を開拓する旅に出ます。道中、自家製パンや地元のチーズ、季節のフルーツ、チョ
コレートや地元のコーヒーなど、様々な場所で様々な料理を堪能できます。ロンリープラネットでは、「世界を旅するグル
メに向けたウォーキング・ツアートップ 10」に選ばれました。またフロマーズ・ガイドには「グルメな人にぴったり」と
評価されています。このツアーは、文化的な料理が好きな人にはピッタリのものです！

ご案内：お子様は参加できません。このツアーでは、約1時間歩きます。 ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。参
加人数が限られていますので、お早めにお申し込みください。

12



13

オークランド (A u c k l a n d )
素晴らしい景色が広がるこの水辺の町「シティ・

オブ・セイルズ」は、山岳地帯の中で48以上の死

火山に囲まれており、自然を楽しむことができま

す。

連続した湾と入り江が、オークランドの果てしな

く続く海岸に沿って伸びており、市街地には農園

のような広大な公園があります。

オークランド市内観光とマオリ族
ツアー番号：AKL005
所要時間：４時間

料金：大人＄72～　子供＄54～ (3 ～ 12歳 )

Auckland City Sights & Maori Performance

埠頭から出発しオークランドで最も重要な博物館、オークランド戦争記念博物館に向かいます。ここでは、マオリ文化を発
見し、活気に満ちた文化的なパフォーマンスを楽しむことができます。 
到着後はニュージーランド先住民の部族であるマオリの文化を垣間見ることができる活気にあふれた文化的な展示物をご覧
ください。その後、自由にその博物館とマオリギャラリーを見て回ります。マオリギャラリーでは、マオリのパフォーマー
に質問に答えてもらったり一緒に記念写真を撮ることができます。
次に、オークランド市内とハーバーブリッジを渡り市内の主要な箇所の景観ドライブをします。オークランドのダウンタウ
ンのショッピング＆オフィス複合施設は、市の郊外にある修復されたヴィクトリア朝の建物と植民地時代の店を持つパーネ
ル村とは対照的であることがわかるでしょう。
街とワイテマタ港のパノラマの景色を楽しみ写真を撮るために、美しい景色が見えるところに立ち寄ります。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。
このツアーでは約1時間歩きます。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。
展示物を保護するため、博物館の照明は暗くなっています。バックパックと大きな鞄持っての博物館への入場は許可されて
いません。交通状況により、代替の場所に行く可能性がございます。
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トゥクトゥクで巡るオークランド
ツアー番号：AKL020
所要時間：1時間 45分

料金：大人＄104～　子供＄86～ (9 ～ 12歳 )

Auckland by Tuk Tuk

トゥクトゥクに乗って、オークランドをドライブします。
トゥクトゥク乗車中は象徴的な街の見どころを通り、美しい街の雰囲気を感じることができます。アオテア・スクエア、St 
Kevins Arcade、ウェストヘブン・プロムナード、ハーバー・ブリッジ、スカイ・タワーなどを見て回ります。途中、写真
撮影のために停車したり、オプションとしてマイヤーズ・パークでの散策を楽しむことができます。トゥクトゥク乗車は桟
橋で終了となります。

ご案内：このツアーはトゥクトゥクにて行われます。参加人数が限られていますので、お早めにお申し込みください。トゥ
クトゥクの定員は2名です。9歳未満のお子様はご参加できません。任意での参加ですが、徒歩の時間が約30分あります。
このツアーには段差や傾斜路が含まれます。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。トゥクトゥク乗車時にはある程
度体が動かせる必要があります。このツアーは天候にかかわらず行われます。

ワイヘケ島とワイナリー巡り
ツアー番号：AKL016
所要時間：5時間 30分
料金：大人＄124～

Waiheke Island & Wineries

ワイテマタ港からワイヘケの小さな島までフェリーに乗ってツアーが始まります。まるで絵に描いたようなこの島には、農
地、森林、砂浜、ブドウ畑、オリーブ畑が混在しています。長きにわたりニュージーランドで一番美しいとされているオネ
タンギビーチに着く前に、海岸線の息を呑むような景色を満喫してください。島の2カ所のワイナリーに行く前に紅茶やコー
ヒー、甘いお菓子をお楽しみください。 ワイタケの夏は暑く乾燥し、また水はけのよい土壌をもつことから様々なブドウの
栽培に適した土地です。ブティックワイナリーは、カベルネ・ソーヴィニヨン、メルロー、マルベール、カベルネ・フラン、
そして最近ではシャルドネを含む高級ワインを生産しています。ワイナリー訪問中にはここで生産されたワインを購入する
ことができます。 フェリーでオークランドに戻り、ツアーは終了します。 

ご案内：このツアーはミニバス、フェリー、徒歩にて行われます。フェリーターミナルまでは歩いてすぐの距離です。フェ
リーでの乗船時間は35分ほどで、地元のエスコートが同行します。ワイヘケ島に到着すると、ツアーガイドと合流します。
参加者は18歳以上でなければなりません。ツアーの訪問順序が異なる場合があります。このツアーでは、様々な地形を歩
いていくことがあります。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。

デヴォンポートとノースショアの景観
ツアー番号：AKL011
所要時間：４時間

料金：大人＄82～　子供＄42～ (3 ～ 12歳 )

Devonport & North Shore Panorama

デヴォンポート郊外のヴィクトリア山やノース･ヘッドの美しい景色をお楽しみください。ヴィクトリア山からはノースショ
アの街や入り江、オークランドの街、カワラウ部族の要塞の名残など素晴らしい景色が楽しめます。ノースヘッドではハウ
ラキ山、タカプナ地方、ランギトト島の景色を眺めることができ、さらには縦横に張り巡らされた軍事トンネルがあります。
歴史的なデヴォンポートの港町はオークランドのノースショアにあり、最も早くから入植が始まった場所の一つで、木造り
のコロニアル様式の建物が残っていることで知られています。1880年代に農地が分割され、大きな木造家屋が建てられま
した。その後の改装と塗り替えで蘇った建物と周囲の美しい庭が、当時のデヴォンポートの栄華を思い起こさせます。カウ
リの樹や真っ直ぐ育つことで知られるアガサ・オウストラリの樹など、耐久性の高い木材で多くの家が建てられています。
デヴォンポート･ペニンシュラをガイドツアーで巡り、この歴史ある村のコロニアル風建造物や平和な雰囲気などを楽しむ
とともに、その後の自由時間ではお買い物をお楽しみください。
その後お好きな時間にご自身でフェリーでオークランドにお戻りください。

ご案内：このツアーは徒歩と、バスまたはミニバスとフェリーにて行われます。デヴォンポートのガイドツアーは約30分
ですが、参加は自由です。
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ジップラインで冒険
ツアー番号：AKL022

所要時間：5時間
料金：大人＄126～

Zipl ine Adventure

オークランドからフェリーに乗ってワイへケ島へ向かい、バスでジップライン場へ向かいます。
ジップライン場は山腹に位置しており、オークランドやランギトト島、ハウラキ湾の美しい景色を一望することができます。
チェックインを終え、安全に関する諸注意の説明を受けた後、ジップラインでの冒険を始めます。
それぞれ200メートルの三つのジップラインを滑る体験はきっと気分を高揚させることでしょう。
三つ目のジップラインを滑り終えたらビジターセンターへと歩いて戻り、その途中ではガイドが地元の植物や動物たちの紹
介や、ワイへケ島の歴史についてのお話をしてくれます。最後はフェリーでオークランドへ戻り、ツアーを終えましょう。

ご案内：このツアーはバス、フェリー、徒歩にて行われます。フェリー乗り場への行きと帰りには多少の徒歩時間がありま
す。フェリーの乗船時間は片道約35分です。
飲料水をご用意することをお勧めしますが、軽食や飲料はフェリーで購入することも可能ですので、購入を希望される方は
現地の通貨をご用意ください。妊娠中のお客様やお子様は参加することができません。長ズボンと、ウエストの位置でズボ
ンに入れることのできるトップスをご着用ください。着衣が汚れたり、傷がつく可能性がございます。丈夫で、つま先の開
いていない靴でご参加ください。髪の長い方は髪を結び、アクセサリー類は外してください。
ジップラインは他のグループのお客様と共有する場合がございます。カメラの持ち込みは禁止されておりますが、写真を購
入することができます。114キログラムの重量制限があります。

オークランドでのジェットボート体験
ツアー番号：AKL017
所要時間：1時間 15分

料金：大人＄99～　子供＄49～ (10 ～ 12歳 )

Auckland Jet Boat Adventure

オークランドの歴史的なフェリーターミナルから、ジェットボートに乗り爽快な乗船体験をお楽しみください。オークラン
ドの港とすばらしい街並みを眺めてみましょう。乗船中は帽子を落とさないように押さえておきましょう。 
オークランド橋の下を通り抜けるときにバンジーポッドを見上げると、バンジージャンプをしてる人を見かけるかもしれま
せん。乗っているジェットボートは、港の北岸沿いで長年営業を続けておりランドマークとなっているチェルシー・シュガー
工場や、カウリ・ポイントの崖に位置する木などの主要な箇所を通ります。 
乗船体験が終わり、テラ・ファーマに戻ったら短い散歩をして船に戻ります。 

ご案内：このツアーはジェットボートと徒歩にて行われます。フェリーターミナルまでは歩いてすぐの距離です。
参加者はジェットボートに乗るために、不自由なく動ける必要があります。
このツアーは、背中や首の怪我や病気のある方には適していません。妊娠中の女性や10歳未満の子供は参加できません。
ジェットボートのルートは天候に左右され、変更される可能性があります。また、濡れてもよい服を着用してきてください。
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ロトルアと間欠泉
ツアー番号：AKL003
所要時間：12時間

料金：大人＄222～　子供＄160～ (3 ～ 12歳 )

Rotorua & The Thermal Valley

オークランドを出発し、南に向け高速道路をバスで走ります。ボンベイ・ヒルズを越え、肥沃な牧畜地帯のワイカト・リバー・
バレーに入ります。美しい丘陵の田舎や緑豊かな森林をドライブし、ロトルアの地熱地帯に到着します。 
テ・プイア地熱帯にてマオリガイドと合流し、泡の沸く泥沼、温泉や間欠泉などの地熱帯を見学します。近くにある再現さ
れたマオリ村にて、ヨーロッパ人到来前のマオリ社会を垣間見る珍しい機会があります。彫刻や機織りの実演などいろいろ
な伝統文化を見学し、マオリの文化を肌で感じましょう。訪問中、美味しいビュッフェランチやマオリのパフォーマンスを
お楽しみください。パフォーマンスでは、ハカと呼ばれる勇猛な挑発の歌とダンスなどを含む、数多くの伝統芸を見ること
ができます。
次にアグロドームに向かいます。19種の羊によるユニークなショーが行われます。興味深く、面白い解説などがあり、牧
羊犬による羊追いのショーなどを楽しみください。
オークランドへの帰路はマタマタとハウラキ平野を通ります。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。舗装された比較的平らな道を、ガイドと共に約 1時間から1時間30分
歩きます。ロトルアまでは片道約3時間～ 3時間30分のドライブです。途中トイレ休憩があります。歩きやすい爪先の閉
じた靴を着用し、飲料水とセーターをお持ちください。

西ワイタケレ海岸の野生
ツアー番号：AKL019

所要時間：5時間
料金：大人＄110～　子供＄99～ (3 ～ 12歳 )

Waitakere West Coast Wilderness

桟橋から出発しオークランドの北西約 17キロメートルの場所にあるワイタケレ山脈に向かってツアーが始まります。 
ワイタケレ山脈の高台にあるアラタキセンターで小休止します。見晴らしの良いデッキからは、タスマン海から太平洋まで
に及ぶ息を呑むような景観を見ることができます。地元の歴史について学び、ここを見守るマオリ族の伝統的な彫刻をご覧
ください。 
さらに西に向かうと、険しい西海岸に到着するでしょう。ピハ・ビーチを歩く際は、足元の黒い砂の柔らかさを感じてみて
ください。
その後、バスは緑豊かな熱帯雨林に進みます。そこではブッシュトラック（野生の茂みにある道）にそって、1kmほど歩
きます。運が良ければ散歩中に野生の鳥の鳴き声を聞くことができるかもしれません。また道中、絵のように美しい小川や
巨大なシダの木を見ることができます。 
ツアー中に紅茶、コーヒー、水またはジュースと甘いお菓子などが提供されます。 

ご案内：このツアーは徒歩と、バスまたはミニバスにて行われます。ツアーでは、柔らかい砂や自然の茂みを含む様々な場
所を約1時間歩きます。ヒールの無い歩きやすい靴でご参加ください。日焼け止めや軽い雨合羽をご用意ください。



アメリカズ･カップのヨットでセイリング
ツアー番号：AKL006
所要時間：2時間 30分

料金：大人＄166～　子供＄120～ (10 ～ 11歳 )

America’s Cup Experience

アメリカズ･カップは世界で最も古く、最も権威ある国際ヨットレースです。このツアーでは、億万長者やエリート層のヨッ
トオーナーも所有している、アメリカズ･カップ級のヨットであるNZL 68 または NZL 41に実際に乗り込みます。これは自
動車レースのＦ1カーに乗車する体験に匹敵すると言えます。
ヴァイアダクト･ハーバーで乗組員から安全に関する説明を受けて、2時間のセイリング体験が始まります。帆が上げられ
ると乗務員になりきって舵を握り、グラインダーを操ったり、腰を下ろして美しいオークランド湾を進む航海の様子を楽し
んだりすることができます。
ヨットの経験は不要で、ヨットに慣れた方から初めての方までどなたでも参加できます。

ご案内：アメリカズ・カップのヨットが停泊する桟橋まで平坦な道を15分ほど歩きます。底が柔らかく滑りにくい靴を着
用ください。ヨットにはトイレの設備はありません。妊娠中の女性や 9歳以下の方はご参加いただけません。

ムリワイ・ギャネットと田舎の農場
ツアー番号：AKL007

所要時間：6時間
料金：大人＄124～　子供＄70～ (3 ～ 12歳 )

Muriwai Gannets & Country Farm

ガイドの説明を聞きながら市内の観光ドライブをした後、ワイン生産地と牧草地帯へ向かいます。クメウとフアパイ地区を
通ってムリワイ海岸へ。荒涼とした断崖の上からは海岸や険しい景色が見られ、原生の植物の中を歩き、世界最大のカツオ
ドリの生息地が見られる特別な観察所に行きます。 
季節や時間帯によってはカツオドリが餌を与えたり、巣作りをしたりする様子が見られるかもしれません。カツオドリが沖
合の魚を目がけて飛び込み、捕えた魚を巣に運ぶ様子が見られるかもしれません。 
ムリワイを後に、カイパラ半島とハウモアナ農場へ向います。美しいニュージーランドの田舎の農場をお楽しみください。
ここでは羊と牛が商業用に飼育され、鹿は草原に放たれています。 
農場でバーベキューと地元のワインまたはビール付きの昼食を楽しみ、食後は牧羊犬と羊の毛刈りのショーをご覧ください。 

ご案内：このツアーは砂利道を歩いたり、階段を昇ります。ツアーの順序が異なる場合があります。ヒールのない歩きやす
い靴でご参加ください。

ホビットの舞台
ツアー番号：AKL021
所要時間：9時間 15分

料金：大人＄172～　子供＄128～ (3 ～ 12歳 )

Scenes of the Hobbit

オークランドから南下し、ボンベイ・ヒルズを越えて3時間ほどのドライブで、ワイカト地方の農地に向かいます。そこか
ら緩やかな起伏の緑の丘を通ってホビット庄へ向かいます。
シャイアズ・レストに到着してビュッフェランチを楽しんだ後、世界最大の屋外映画セットであるホビットのオープンセッ
トをガイドとともに見て回ります。そこには、44個のホビット穴（家）や水車小屋、めがね橋、パーティー・ツリーなど
があります。ビルボの家である“袋小路屋敷”を写真に収め、そこからセット全体や遠くの丘を見渡しましょう。
ツアーの途中でグリーン・ドラゴン・パブを訪れ、自家製のサイダー、ラガービール、ジンジャービールのいずれかを飲む
機会があります。
オークランドへの帰り道では、リラックスしながら景観ドライブをお楽しみください。

ご案内：このツアーはバスと徒歩にて行われます。ホビットのオープンセットへは 3時間ほどの道のりです。このツアー
は天候にかかわらず行われます。歩きやすいつま先の閉じた靴と適切な服装でご参加ください。一定の傾斜や段差を含む草
地や砂利道を歩きます。ガイド付きツアーの時間は1時間30分～2時間ほどです。参加人数が限られていますので、お早
めにお申し込みください。
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スカイタワー、海の生き物と南極体験
ツアー番号：AKL008
所要時間：3時間 30分

料金：大人＄89～　子供＄56～ (3 ～ 12歳 )

Sky Tower ,  Sea Life & Antarctic Encounter

南半球の最も高い塔であるオークランドのスカイタワー（327メートル）をご覧ください。二つの展望デッキと回転レスト
ランでは、沿岸から海岸まで比類のない景色を眺めることができます。ガラス張りのエレベーターに乗って、オークランド
を見下ろせるガラス張りのメイン展望台へと向かいます。 
その後、少し水辺をドライブした後は、ケリー・タールトンズ南極体験 & アンダーウォーター・ワールドがあるケリー・ター
ルトンズのシーライフ水族館に到着します。雪、氷、水中の名所など、オークランドで最も人気のあるアトラクションの一
つです。 
海に棲む貴重な生物を見るために通る、透明なアクリル製の水中トンネルには動く歩道があります。そこで、ニュージーラ
ンド沿岸水域の様々な種類の生物、サメ、カメ、巨大なアカエイ、さらには、信じられないほどの深海に生息する生き物を
ご覧ください。 
南極体験は、ニュージーランドでの唯一の亜南極のペンギンの本拠地です。ここでは、めったに見れないオウサマペンギン
とジェンツーペンギンを間近で見ることができます。また 1911 年からあるロバート・ファルコン大尉の南極小屋のレプリ
カの中を歩くことができ、地球上で最も寒い地域の100年間がどのようなものであったかを十分に理解することができます。 

ご案内：このツアーはバスにて行われます。このツアーでは約2時間平坦な道を歩きます。ヒールの無い歩きやすい靴でご
参加ください。水族館はご自身で見学していただきます。見学の時間は約1時間30分です。

オークランド景観ドライブ
ツアー番号：AKL015

所要時間：3時間
料金：大人＄70～　子供＄35～ (3 ～ 12歳 )

Leisurely Auckland

オークランド市内の景観ドライブでは、ハーバー･ブリッジを渡ると、ウエストヘーヴン･マリーナと王立ニュージーランド
･ヨット･スコードロン (オークランドで最も名門のヨット･クラブ ) を見ることができます。その後、二つの美しい湾から
郊外のセント･ハリアーズを望む、魅力的なウォーターフロント地区が見えてきます。
知識豊富なガイドがオークランドの歴史と生活を解説しながら、市内の見晴らしのよい場所へご案内します。ここからは市
内と湾が一望でき、遠くにハウラキ湾に浮かぶ島々が見えます。
その後、コロニアル式の店やブティック、工芸品店が軒を連ねるパーネル･ビレッジや歴史的なオークランド戦争記念博物
館を巡り、賑やかな商業地区を通って港へ戻ります。

ご案内：このツアーはバスにて行われます。主な見どころは車窓観光となります。バスティオン岬にはトイレがあります。
交通状況によっては別の展望ポイントに行く場合があります。

18










