
クアラルンプール発 → シドニー着                       
 
マレーシア航空 

 
MH141   KLIA  09:10 → シドニー 20:30 
 
MH123   KLIA   23:35 → シドニー 10: 55+ 
 
エアアジア 
 
D7 222   KLIA2  23:20 → シドニー 10:45+ 
 
 

   シドニー発 → クアラルンプール着     
     
 

 
MH122 シドニー 13:10 → KLIA 18 : 45   

 
 MH140 シドニー 22:15 → KLIA 03 : 50+ 

 
 
 

D7 223 シドニー 11:55 → KLIA2 17 : 30 
 

イギリス植民地時代の古い街並みが残るロックスエリアから始まり、流行発信エ

リアのダーリングハーバーを通り、ミルソンズ･ポイントへ向かいます。オペラハウス、

ハーバーブリッジ、シドニー湾を一望できる絶景ポイントです。その後、バスは州

立音楽堂、州立図書館、州議事堂、シドニー病院、旧造幣局などが立ち並

ぶ歴史的なマッコーリーストリートを通り、オーストラリア囚人遺跡群11箇所中

の1つとなるハイドパークバラックスへご案内致します。 

世界遺産ブルーマウンテンを一日でご案内します。ツアー当日にコースを選べ

るユニークなプランです。『ゆったりバス観光コース』もしくは『ちょっとトレッキング

コース』から選択可能。共にシーニックワールドへ立ち寄りますので、世界一

急勾配の名物トロッコ列車や、ケーブルウェイなどの乗車もお楽しみ頂けま

す。そして、奇岩スリーシスターズで有名なエコーポイント展望台や、その他お

勧めの絶景展望台へご案内致します。昼食をはさみ、田舎街ルーラへ。

[ 料金 ] 大人 RM 660 / 子供 RM 450    [ 時間 ] 7：00頃～16：30頃      

※パー72 全長6266m ドライビングレンジ有 

市内からの所要時間25～30分 ※過去に全豪

シニア、NSWアマチュア。 。 

[ 料金 ] 大人 RM 150 / 子供 RM 100  [ 時間 ] 10：00～18：00      

市内のダーリングハーバーにある水族館で

す。珍しいカモノハシやグレートバリアリーフの

熱帯魚など、様々な海洋生物を見学でき

ます。名物、水中トンネルでは、巨大な水

槽でサメ、ジュゴン、海ガメなどを見れます  

[ 料金 ] 大人 RM 330 / 子供 RM330   [ 時間 ] 13：00頃～17：10頃      

[ 料金 ] 大人 RM 1,400    [ 時間 ]      

[ 料金 ] 大人 RM 480 / 子供 RM 280    [ 時間 ] 19：00頃～22：00頃      

1987年からシドニー湾の夜を煌びやかに彩り続け、今もなお人気の

老舗シドニー湾クルーズです！レトロな赤い外輪船が目印。船内の

キッチンでご用意した美味しい3コースディナーと、食後のダイナミック

なエンターテイメントショーが人気の秘密。煌びやかなダンサーがおり

なす最高のステージを存分にお楽しみください。  

老舗キャプテンクック社のディナークルーズで、美しい夜景と共に

夕食をお楽しみ下さい。コースは3種類からお選び頂けます。最

上級のゴールドコースでは、豪華6コースディナーとバンドの生演

奏をお楽しみいただけます。送迎つき 又は 送迎なしを選択

可能です。船内へはどちらも安心の日本語ガイドが同行 

[ 料金 ] 大人 RM 550/ 子供 RM 340   [ 時間 ] 18：00頃～22：30頃      

日程 スケジュール  食事 

 

1日目 

ご希望のフライトで クアラルンプール発 シドニー着  

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。   ＜シドニー泊＞              

2日目 

3日目 

自由行動 朝 

                                                        ＜シドニー泊＞  

 

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）  

シドニー発クアラルンプールへ  

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 



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, 

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 

■ 料金（お1人様あたり/マレーシアリンギット) 

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 

Travelodge Sydney 

★★ 価格重視 

Guest Room

（3A/2A1C） 

1,820 1,000 340 

Vibe Hotel Sydney 

★★★ 

Guest Room

(3A/2A1C) 

2,020 1,120 410 

Parkroyal Darling Harbour  

★★★★ 

Superior Room

(3A/2A2C) 

2,130 1,170 310 

Hyatt Regency Sydney 

★★★★★ 

Harbour View Room

(3A/2A1C) 

2,600 1,420 410 

InterContinental Sydney 

★★★★★ 

Standard 

Room3A/2A2C 

2,720 1,270 430 

■ 2歳未満（幼児） ： RM 50  (座席・ベッド・食事なし) 

【Wi-Fi全館無料*1】 

ハイドパークの南側にあるスタンダー

ドクラスホテルです。チャイナタウン、

タウンホールなど徒歩圏内です。18

階建て、406室の客室はシンプルで

全室シャワーのみになります。コー

ヒーメーカー、電子レンジ完備の簡

易キッチンを全室に完備していま

す。 

タウンホールより南東へ約400

ｍ、ハイドパークとセントラル駅

の間にあるスーぺリアホテルで

す。 

【Wi-Fi一部の公共エリア無料】 

ダーリング・ハーバー地区に位置し、

モノレールのダーリング パーク駅からは

歩いて約３分。チャイナタウン、タウン

ホール大型ショッピングセンター等に

行くにも便利な立地です。ホテルの

設備も充実（ヘアードライヤー、シャ

ワー、バスタブ、ジム、ランドリー等） 

シドニー水族館、ハーバーサイド

ショッピングセンターなどが徒歩圏

内で、観光に大変便利です。豪

華なロビーが高級感を漂わせま

す。ハーバービューの客室はダーリ

ングハーバーを見渡せます。豪華

客船をイメージした穏やかな曲

線を描く外観がユニークなホテル


