
自然通訳をする認定エコガイドが、日本語で世界自然遺産の楽

しみ方をご案内！古代の息吹を伝える『スプリングブルック国立公

園』の樹齢数千年のブナ林や多雨林、南半球最大のカルデラを望

む絶景、落差40mの滝の裏をくぐりぬける3キロのプチハイクなど、こ

こでしか体感できない時間をお届けします♪  

世界遺産（オーストラリアのゴンドワナ多雨林群)の山から流れ落ちる川の水

圧によって完成した自然の洞窟(ナチュラルブリッジ)には、南半球だけに生息

すると言われる、無数の神秘的な土ボタルが洞窟の天井を照らします。土ボ

タルの光はとても弱いため日中は見ることはできない、夜だけの神秘的な鑑

賞。経験豊かなエコガイドが夜のクイーンズランド州の熱帯雨林の国立公園

に生息するユニークな植物を案内。野生の夜行性動物に出会うチャンスも。

晴れた夜には日本では見ることの出来ない南半球の満天の星空鑑賞も☆

[ 料金 ] 大人 RM420 / 子供 RM 260    [ 時間 ] 18：00頃～22：00頃      

[ 食事 ] なし   [ 催行日 ] 毎日   [ Tour Cord ] OOLGGLWX    

最高速度80キロの高速スピードで360°スピンもあ

り、お友達、カップル、ファミリーにも人気のアクティビ

ティーです。サーファーズパラダイス中心部から乗降、

所要時間も55分なので空いた時間を有効的に使え

るのも嬉しいですね♪  

[ 料金 ] 大人 RM 190 / 子供 RM 190 [ 時間 ] 08:00～11：45      

[ 食事 ] なし   [ Tour Cord ] OOLGSUF1  

ゴールドコーストの海を熟知した日本人コー

チが丁寧に指導いたしますので、初めての方

や、女性の方でも安心して楽しんでいただけ

ます。ゴールドコーストの豊かな自然と美しい

ビーチでオーストラリアを満喫してください！ 

 

[ 料金 ] 大人 RM 490 / 子供 RM 250  [ 時間 ] 07：45頃～15：30頃      

[ 食事 ] あり   [ 不催行日 ] 12/25.1/1  [ Tour Cord ] OOLGWHCA   

[ 料金 ] 大人 RM210 子供RM 160    [ 時間 ] 09:00頃-    

[ 食事 ] なし   [ Tour Cord ] OOLGJEXTE  

[ 料金 ] 大人 RM 380 / 子供 RM 250    [ 時間 ] 09：45頃～14：00頃      

[ 食事 ] なし   [ 不催行日 ] 月水金土   [ Tour Cord ] OOLSSPCT  

牧場をテーマにした動物園『パラダイスカントリー』 コアラと写真撮

影、アルパカや他の赤ちゃん動物とのふれあい体験、羊の毛刈り

ショー、BBQランチをお楽しみください♪牧羊犬のショー（日本語通

訳キット付き）、鞭鳴らしやブーメラン投げ、牛の乳搾りなどのデモン

ストレーションも。アルパカに触ったり、羊の赤ちゃんにミルクをあげられ

るのはHISのツアーだけ！！日本語ガイド＆送迎付きなので、安心

ゴールドコーストの自然を思いっきり満喫！ 

対岸のビゲラウォーターから、カヤックでブロードウォーターに浮かぶ

無人島「ウェイブブレイク島」へ！島内散歩やきれいなトロピカル

フィッシュに出会えるスノーケリング、海中が見える透明カヤックな

どのマリンアクティビティを体験♪  

[ 料金 ] 大人 RM 590/ 子供 RM 330  [ 時間 ] 10：00頃～14：40頃      

[ 食事 ] あり   [ 催行日 ] 月、水、金、土   [ Tour Cord ] OOLSSWET    

日程 スケジュール（エアアジアの場合） 食

事 

 

1日目 

D7 206 KLIA2  23:55→ ゴールドコースト 10：15（翌日着）  

日本語ガイドがお出迎え。その後ホテルへご案内。(混載） 

通常、チェックインは15時からです。 ＜ゴールドコースト泊＞              

2日目 

3日目 

自由行動 朝 

                                                  ＜ゴールドコースト泊＞  

 

4日目 

（ ホテルチェックアウトは12：00 ） 朝 

出発に合わせて日本語ガイドと共に空港へ。(混載）  

D7 207 ゴールドコースト 20：:40 → KLIA2  03：05+（翌日着）  
宿泊 3泊+日本語ガイドつき往復送迎+朝食つき  

のランドパッケージになります。航空券費用は別途 



サーファーズパラダイスの中心部に位置し、白い

砂浜のビーチに沿いに高くそびえています。オー

キッドアベニューとサーファーズパラダイスブールバー

ドの間の便利な場所にあり、ショッピングやエン

ターテインメントエリアの中心、ビジネス街にもわず

か20分の距離です。スタイリッシュな客室とスイー

トには、素晴らしい景色、液晶テレビ、エレガント

なバスルームが備わっています。ビジネスでお越し

のお客様は、フレキシブルなミーティングスペースの

様々な中から選択することができ、フルサービスの

ビジネスセンターをご利用頂けます。 

サーファーズパラダイスの中心部に位置

し、観光にもビジネスにも便利なロケー

ション。白砂のビーチよりわずか50メート

ルの距離にある為、海岸の散策にも最

適です。美しい海岸線とヒンターランドを

一望するバルコニーも魅力のうちの1つ。

日本語での対応、サービスが行き届いて

いるので、海外で言葉や食事が不安だ

という人も安心して快適な滞在を楽しむ

ことができます。室内は女性好みのイン

テリアにまとめられています。  

ホテル名 お部屋タイプ 大人2名様1室利用 

（大人エキストラ同

額） 

子供エキストラベッ

ド 

子供ベッドなし 

Novotel Surfers Paradise 

★★★ 

Superior Room 

(3A/2A2C) 

1,570 1,180 400 

Vibe Hotel Gold Coast  

★★★ 

Guest Room 

(3A/2A1C) 

1,560 890 380 

Mantra on View  

★★★★ 

City View 

(Room4A/2A2C) 

1,480 860 310 

Crowne Plaza Surfers 

Paradise ★★★★★ 

Superior 

Room3A/2A2C 

1,650 1,120 340 

Hilton Surfers Paradise  

★★★★★ 

Guest 

Room3A/2A1C 

2,140 1,300 580 

Palazzo Versace  

★★★★★ 

Superior Room 2,450 1,270 390 

■ 料金（お1人様あたり/マレーシアリンギット) ■ 2歳未満（幼児） ： RM 50  (座席・ベッド・食事なし) 

世界初ファッションブランドを取り

入れたホテル。有名デザイナー、

ジャンニ・ヴェルサーチ氏の拘りが

ホテル中に生かされ上品で贅沢

な造り。全客室にはダブルサイズ

のジャグジーが備わっており、完全

な癒しをご体験いただけます。 

数々の受賞暦のあるレストランも

お楽しみいただけます。 

http://www.histravel.com.my 

エイチ・アイ・エス・ブキットビンタン支店 

Lot  2.6,  Level  2,  Ansa,  Kuala  Lumpur, 
101, Jalan Bukit Bintang, 55100 Kuala Lumpur  

Tel: 03-2148-8000 

Email yoyaku@his-world.com 

営業時間： 平日  10:00～19:00 

土・日   11:00～19:00 
祝日：休 

ロケーションで選ぶならここ！サーファーズパラダ

イスの中心に建ち、サーファーズパラダイスセン

トロというショッピングモールに隣接しています。

雨が降っても傘いらずでレストラン、カフェ、スー

パー「ウールワース」でお買い物が可能な立地

で、買い物もお食事にも便利なロケーションで

す。すべての客室にプライベートバルコニーが付

いていて、素晴らしいオーシャンビューまたは美

しい山々が眺められます。またプール、スパ、

ゲームルーム、テニスコートなどホテル内施設も

充実しています。ビーチへは徒歩２～３分です 


