
サウスコーストのグランド
パシフィックドライブ
息をのむような大自然を背景に走り
抜けるこのドライブコースは、オー
ストラリアで最も美しいコースの一
つです。 

首都キャンベラ発見の旅
オーストラリアの首都キャンベラ
の見どころをご紹介します。オー
ストラリアの文化をたっぷり体験
できる、キャンベラ発見の旅に出
かけます。

貸切ツアー (1-6名) 料金（AUD）

シドニー市内観光／4 時間,6時間,8時間 675,825,950
世界遺産ブルーマウンテンズ半日観光／6時間 825
世界遺産ブルーマウンテンズ1日観光 1050
ハンターバレーのワイナリー巡り 1150
ブルーマウンテンズ & ジェノランケーブ鍾乳洞 1200
サウスコースト 1050
サウスコースト (カンガルーバレー、サザンハイランド） 1150
首都キャンベラ観光 1350
団体利用（12名様以上の場合はお電話にてお問い合わせください）

7～9 名様 +150
10～12 名様 +250
13～15 名様 +350
オプショナル
フェザーデール動物園 25/15 p/p
ブルーマウンテンズ国立公園&ジェノランケーブ鍾乳洞 40 p/p
オーストラリア野生動物保護区の散策ツアー 30/15 p/p
シーニックワールドルド*（ホリデー期間は対象外） 35 p/p

各ワイナリーのワインテイスティング 
（ワイン購入時には＄５払い戻されます） 5 p/p

シドニー南部

シドニー セントラルコースト
一日ツアー（8～10時間） 
半日ツアー（6時間）
熱帯雨林から流れでる清流や迫力
のある岩層群。その中で楽しむ乗
馬やバギー、カヤックツアー。

一日ツアー（8～10時間）・半日ツアー（6時間）
グレンワースバレーの大自然の中でアクティビティを体験してみ
ませんか。アボカビーチ、テリガル、ノラヘッド灯台を訪れるセ
ントラルコースト観光もおすすめです。

キャンベラ終日ツアー（10～12時間）
サザンハイランド、ワイナリー、最大級の人工湖バーリーグリフ
ィン湖、エインズリー山から人工都市キャンベラの眺めをご堪能
ください。国会議事堂と戦争記念館のツアーも無料で追加可能。 
 

一日ツアー（8～10時間）
ビーチ、渓谷、ワイナリーをすべて一日で観光することができま
す。サウスコースト、カンガルーバレー、ワイナリー、サザンハ
イランドへのツアーにぜひご参加ください。  

料金表示はすべてオーストラリアドル
（AUD）、10%の消費税込みです。また
ツアー料金には、貸切チャーター料、ガイ
ド料、駐車・通行料、国立公園入園料、飲
料水代がすべて含まれています。

ピクニックやバーベキューをご希望の際
は、機材の貸出しが可能です。ガイドは日
本語またはスペイン語での案内も可能で
す。車内ではチャイルドシート、小さな
お子様用の補助シートをご利用いただけ
ます。特別な記載がある場合を除き、お
食事代と施設入場料はお客様の自己負担
となります。

シドニーアドベンチャーツアー以外の旅行
会社により運行されているツアー中に生じ
た負傷や損失に対して、弊社は責任を負
いかねます。

*12月16日～1月15日の間はハイシーズン
料金が適用されます。

キャンセル料金

ツアーの7日前まで　20%
ツアーの２日前まで 100%

SYDNEY ADVENTURE TOURS
www.sydneyadventuretours.com

e info@sydneyadventuretours.com 
t (+61) 438-883-006

Sydney Adventure Tours Pty Ltd ABN: 45-612-164-315
P.O Box R1492, The Royal Exchange, Sydney NSW 1225

少人数グループ貸切ツアーの
スペシャリスト

ビーチ、山、市街地…　シドニーアドベンチャー
ツアーはあなたの「行きたい」にお応えします

“ クレイグさんのおかげで最高の
一日になりました。特に地元の人
しか知らない穴場で楽しむことが
できました”

シドニーの空を満喫
シドニーハーバー上空をヘリコプタ
ーで遊覧、ハンターバレーで熱気
球、パームビーチへ水上飛行機で移
動など、ご希望のツアー内容をご相
談ください。

シドニー湾クルーズ 
シドニーハーバーの絶景は言うまで
もありません。ガイド付きでボート
を貸切り、またはお客様ご自身での
ボート操縦も可能です。お好きな船
を選んで、釣りやクルージングを贅
沢に満喫してみませんか？

SYDNEY ADVENTURE TOURS
www.sydneyadventuretours.com 

t (+61) 438-883-006
Sydney Adventure Tours Pty Ltd ABN: 45-612-164-315

P.O Box R1492, The Royal Exchange, Sydney NSW 1225

オーダーメイドの貸切ツアーで自由気ままに楽しもう



シドニー西部 自由にカスタム

シドニー発見の旅

ビーチや美しい街並み、レ
ストランやその他人気スポ
ットを巡る、シドニーの魅
力が詰まった楽しいツアー
をご紹介します。

シドニー市内
シドニーの厳選された見どころをご案内します。オペラハウスやロック
ス地区はもちろん、ダーリングハーバー、幸せの椅子「ミセス・マッコー
リーズ・チェア」、ウールームール湾の観光、美術館・博物館巡りやショ
ッピングもお楽しみいただけます。 

シドニー東部とボンダイビーチ
東に位置するボークルーズへと向かい、ワトソンベイとボンダイビー
チを訪れます。ゆったりとした時間が流れる海岸で散策をお楽しみい
ただけます。

    ノースショア
（北部海岸）
 洗練されたモスマン地
区、ミドルヘッド、バル
モラルビーチの景観を楽
しんだ後、マンリー、ノ
ースヘッド、たくさんビ
ーチが連なる海岸に沿っ
て移動しながら、シドニ
ー北海岸の先端にあるパ
ームビーチへ。先住民が
残した史跡ロック・カー
ビング、海岸沿いのハイ
キングコース、そして大
都会シドニーの全景をご
覧いただけます。

切り立った岩壁、手付かずの滝、緑豊
かな熱帯雨林で覆われた渓谷の絶景が
広がります

シドニー南部

アウトドア派におすすめ
大自然を満喫できるハイキングコ
ースをご紹介します。ちょっとし
た登山気分が味わえるコースか
ら、ブルーマウンテンズの渓谷の
ような上級者コースまで、山岳ガ
イドの認可を受けている私たちに
お任せください。シドニーハーバ
ーのビーチ散策やサウスコースト
にある王立国立公園もご案内可能です。

フェザーデール動物園
ブルーマウンテンズツアーまたはシド
ニー市内ツアーをご希望の場合は、フ
ェザーデール動物園ツアーが追加可
能。ハンターバレー、セントラルコー
スト、グレンワースバレーのいずれか
のツアーにご参加の場合は、オースト
ラリア野生動物保護区の散策ツアーの
追加がおすすめです。

オーストラリア固有の野生動物
ハンターバレー、サウスコースト、ブ
ルーマウンテンズの脇道では、野生の
カンガルーやウォンバットと出くわす
ことも珍しくありません。オウムやコ
トドリ、ワライカワセミといった野鳥
の観察もお楽しみいただけます。

のどかな田園風景
素敵なレストランやカフェ、おし
ゃれなショップにアートギャラリ
ーが立ち並ぶ街をご案内します。

ブルーマウンテンズツアーを自分好みにカスタム

シドニー西部に位置する世界
遺産「ブルーマウンテンズ」
は、大自然と野生動物の宝庫
として知られています。

    
ブルーマウンテンズ国立公園貸切ツアー内容
• 3つの奇石が連なる「スリー・シスターズ」
• 断崖がつくり出す壮観な眺め、パルピットロック展望台、アンビル

ロック展望台、グレンブルック国立公園
• おしゃれなレストランやカフェが立ち並ぶ、ルーラ、カトゥーン

バ、 ブラックヒース市街
• さらに西へ－ゴベッツリープ展望台、ジェノランケーブ鍾乳   

オーストラリア最古の都市シドニーは、
美しい景観、豊富な歴史、魅力的な観光
スポットでいっぱいです

オーストラリアが誇る美しいワ
イナリーの風景をお楽しみく
ださい

ハンターバレーのワインと食を巡る旅

高品質のシャルドネやヴェル
デーリョはもちろん、オース
トラリアの特産品として知ら
れるセミヨンをぜひご堪能く
ださい。

ハンターバレー観光（ワイン無料試飲付き）のツアー内容
• お客様のご希望のワイナリー、またはおすすめのワイナリーを見学
• 新鮮な食材が集まるマーケットで地元グルメを発見 
• オーストラリア野生動物保護区でオプショナルツアーに参加
• ウォレミー国立公園の美しい景色、ホークスベリー川沿いの街ブ

ルックリンで朝のティータイム

シドニー市内とビーチ

ハンターバレー終日ワイン試
飲ツアー／9～11時間 

ワイナリーやレストランで、地元
産の食材を活かした料理とワイン
をお楽しみください。ワインの試
飲料金は含まれています。野生動
物公園ツアーの追加も可能です。

ブルーマウンテンズ国立公園一日ツアー／8～10時間
ご希望にあわせて、野生の動物を間近で見ながらゆっくり時
間を過ごせる終日ツアーをご提案します。滝の名所や、散
策・動物観察スポット、素敵な街を訪ねます。 

ブルーマウンテンズ国立公園半日ツアー／6時間 
滞在時間に限りのある方は、ブルーマウンテンズ半日ツアー
をご利用ください。朝早く出て午後に市内へ戻ることも可
能、午後に出発すると美しい夕日を見ることもできます。

シドニー半日ツアー 4~6時間 
シドニー市内を観光し、シドニー東
部や北部にあるビーチを巡ります。 
 
シドニー終日ツアー 8時間
市内観光のほか、ボンダイビーチま
たはシドニーハーバーの北に位置す
る海岸をまわります。シドニー最北
端のパームビーチまで足をのばして
みてはいかがでしょうか？

プライベート貸切ツアー

Beach, 
mountain 
or city...
we cover 
it all at


