世界で一番大きな砂の島、フレーザー島は自然の不思議にあふれています。大昔からある降雨林や巨大な砂丘、大
小さまざまの手付かずの淡水湖や小川、そしてそこに生息する数多くの野鳥をはじめとする野生動物たち。島の東側
には 75 マイルビーチという砂の道が南北に果てしなくつながっています。アボリジの歴史によると、フレーザー島はガ
リ（K’gari）と呼ばれ、“楽園”を意味します。 ヨーロッパ人の歴史も難破船や木材伐採、そして砂の採掘など数々の歴
史を経て現在に至っています。フレーザー島はオーストラリアのウルル、カカドゥ、グレートバリアリーフなどに続いて、
1992 年に世界自然遺産として登録されました。 これによって、オーストラリアのかけがえのない、自然や文化遺産の
ひとつとして、その価値を十分に理解し、楽しむためにすべての人々によって未来にわたって大切に守られることにな
りました。
キングフィッシャーベイリゾートは、周囲の自然環境と完璧な調和をはかり、質の高いエコツーリズム体験を提供してお
ります。グレートサンディー海峡の穏やかな海を望む、木々にすっぽりと覆われた島の西側にあって、心の底からゆっ
たりできる空間です。
キングフィッシャーベイリゾートは、1992 年 7 月オープン以来、6 回のオーストラリア観光賞を受賞し、ディスカバリー・ト
ラベルチャンネルでは、“オーストラリアのベストビーチリゾート”と賞賛を受けております。

場所
オーストラリアのフレーザー島は、グリートバリアリーフの最南端よりさらに南に位置しています。シドニーから飛行機
で 90 分、クィーンズランド州の州都、ブリスベンからは 45 分でフレーザー島へのゲートウェイ、ハービーベイ（Hervey
Bay）に到着します。ブリスベンから北におよそ 260 キロのところに位置しており、車ではブリスベンからハービーベイま
でおよそ 3 時間半、そこからリゾートまではカタマラン(両翼船)でおよそ 45 分です。
交通手段
キングフィッシャーベイリゾートへは、ハービーベイ（Hervey Bay）のユランガン・ボートハーバー（Urangan Boat
Harbour）から毎日カタマランが 4 往復しています。また、ハービーベイの南のリバーヘッズ（River Heads）からはカーフ
ェリーが一日 3 回往復しています。
ハービーベイ空港とコーチターミナルからユランガン・ボートハーバーのキングフィッシャーベイレセプション（チェックイ
ンカウンター）までコーチによる送迎サービスがご利用いただけます。(有料) カタマラン、フェリー、空港あるいはコー
チターミナルからの送迎サービスのご利用については必ず事前にご予約ください。
カタマラン
ユランガン発
0845
1200
1600
1900

リゾート発
0740
1030
1400
1700

フェリー
リバーヘッド発
リゾート発
0715
0830
1100
1330
1430
1600
時刻は予告なく変更される場合があります。

お車でユランガン・ボートハーバーまでいらっしゃる場合
ブリスベンから 3 時間半。ブルースハイウェイ（Bruce Highway）をマリボロー（Maryborough）に向かって北上し、その後
はハービーベイ（Hervey Bay）方面へ標識の指示に従ってください。幹線道路をそのまま進行していただくと、ボートハ
ーバー・ドライブ(Boat Harbour Drive)という道になりますので、そのままユランガン・ボートハーバー(Urangan Boat
Harbour)まで標識の指示に従って進行してください。
バンダバーク（Bundaberg）もしくは北からはブルース・ハイウェイ（Bruce Highway）を南下してください。トルバンリア
（Torbanlea）で高速を降りて、ハービーベイ（Hervey Bay）までは標識に従ってください。バンダバーグ（Bundaberg）から
ハービーベイ（Hervey Bay）までは、およそ1時間半です。 http://www.promarkj.com/kbrv/fact/access.htmのページ
をご覧いただくとカラー地図がダウンロードできます。
駐車場
グレートサンディーストレーツ（Great Sandy Straits）の駐車場がユランガン・ボートハーバーの公共駐車場に向かって
左側にあります。ゲート付の駐車場ですので安心してご利用いただけます。お車でおいでの際は、まずツーリストター
ミナル（Tourist Terminal）までまっすぐおいでいただき、キングフィッシャーベイのレセプションでお荷物を降ろし、チェッ
クインを済ませた後、駐車場に車を預けに行くのが便利です。キングフィッシャーベイのレセプションからは１００ｍで歩
いてすぐの距離です。料金は一日8ドル 詳細については、＋617 4125 4554へお問い合わせください。

4WDでリバーヘッドのフェリー乗り場までいらっしゃる場合
ブルース・ハイウェイ（Bruce Highway）をマリボロー（Maryborough）に向かって北上し、ハービーベイ（Hervey Bay）方向
に標識に従って進行します。マリボローの北、10分ほどのところで右折し、リバーヘッズ（River Heads）を目指します。リ
バーヘッズまでの道は標識の案内に従ってまっすぐ行くと、そのままキングフィッシャーベイのフェリー乗り場駐車場に
到着します。
飛行機をご利用の場合
ブリスベンからハービーベイまでは、カンタスリンク（Qantas Link）が一日に3便、シドニーとハービーベイ間はジェットス
ター（Jetstar）とバージン航空（Virgin）が毎日往復運航しています。ブリスベン空港で国際線から国内線への乗り継ぎ
が可能です。フライトスケジュールの詳細はそれぞれの航空会社のウェブサイトにて最新のものをご確認ください。
カンタスリンク www.qantas.com.au ジェットスター www.jetstar.com バージン航空 www.virginblue.com.au
エア・フレーザー（遊覧飛行）
サンシャインコースト、ゴールドコースト、バンダバーグ（Bundaberg）、グラッドストーン（Gladstone）からハービーベイ空
港または、フレーザー島東側の75マイルビーチまで、遊覧飛行がお楽しみいただけます。リゾートを通じて事前にご予
約ください。
鉄道をご利用の場合
ブリスベン(南から)方面とケアンズ(北から)方面からマリボロー（Maryborough）までは鉄道をご利用いただけます。マリ
ボロー駅からはQR Rail linkのバスがユランガン・ボートハーバーまで接続しております。詳細のタイムテーブルはこち
らでご確認ください。www.traveltrain.com.au
コーチをご利用の場合
グレイハウンド／マッカファティーズ社（Greyhound/McCafferty’s）のコーチバスがブリスベンのトランジットセンターか
らハービーベイコーチターミナルまで毎日運行しています。 詳細のタイムテーブルは、www.greyhound.com.au
定期シャトルサービスご利用の場合
リゾートのご予約時にあわせてご予約ください。
リゾート発
カタマラン
時間
0740

ハービーベイ発
ブリスベン行

到着時間

ブリスベン発
ハービーベイ行

出発時間

ハービーベイ

0830

-

ブリスベン空港

1300

1030 &
1330
1100 &
1400

-

ブリスベン
ローマ・ストリート
トランジットセンター

1330

ブリスベン
市内ホテル
ブリスベン
ローマ・ストリート
トランジットセンター
ブリスベン空港

-

1130 &
1430

リゾート行
カタマラン
時間
-

片道料金
（豪ドル）
Nett
$72.00

-

$72.00

-

$72.00

ブリスベン
1400
ハービーベイ
1530 &
1600 & 1900
$72.00
市内ホテル
1830
送迎場所：Roma Street Station(ローマ通り駅)－Level 3、Bay 15-18、ブリスベン国際空港―Level 2, Information
Desk(黄色のIマークが目印),でシャトルの運転手がお迎えします。ブリスベン国内線空港―バージン航空側のターミナ
ルを出て、道路を越え、真ん中のレーン(カンタス、バージンどちらを利用の場合も同じ)あたり。ブリスベンホテルーロ
ビーレセプションでお待ちください。注：ご予約を確認の際、シャトル送迎場所については必ずご確認ください。

宿泊施設
キングフィッシャーベイリゾート＆ビレッジは、１５２のホテルルーム、１０９戸のキッチン付のビラに加えて、１８４ベッド
を備えたウイルダネス・ロッジ(１８歳から 35 歳までご利用可)があり、使用途にあわせてお選びいただけます。
チェックイン時間は午後 2 時、チェックアウトは午前 10 時です。
●ホテルルーム
１ｘクィーンサイズベット、１ｘキングシングルベット、プライベットデッキ、エアコン、網戸、バス・シャワー、カラーTV、ヘ
アドライアー、電話、冷蔵庫、ティー・コーヒーメーカー、アイロン・アイロン台が全室に備えてあります。
＊身障者用ルームもご用意しております。（ホテルルームのみ）
＊２ルームを接続してご使用のためのインターコネクティングルームのアレンジ可
●キッチン付ビラ
２ベッドルームと３ベッドルームビラ (人数によってお選びいただけます。)
プライベートデッキ、網戸、バス・シャワー (スパ付もあります) 、カラーTV、時計付ラジオ、電話、完備されたキッチン、
電子レンジ、 (食器洗い付もあります) 、洗濯機、アイロン・アイロン台が全ビラに備えてあります。
一部の２ベッドルームビラには、ロフトに２ｘシングルベッドのものもあり、小さいお子様やご年配の方には不向きです
のでご予約時にご利用になる方の構成もご連絡ください。
＊リネン、タオルは各ビラに備えてありますが、ご滞在が５泊以下の場合はルームクリーニング、ベッドメイキング、リ
ネン、タオル交換サービスが有料となります。ご希望の際は、ハウスキーピングにご連絡ください。
●電気は２４０V ですが、シェーバー用の１１０V の電源もあります。
●リゾートの建物内、レストラン、バーはすべて禁煙です。決められた喫煙場所をご利用ください。

レストラン
キングフィッシャーベイリゾート＆ビレッジには、３つのレストラン、４つのバー、コーヒーショップとナイトクラブがござい
ます。
マヒノレストラン、ラウンジ＆カクテルバー (The Maheno Restaurant, Lounge and Cocktail Bar)
プールを望むマヒノレストランは朝食、昼食、夕食のそれぞれの時間帯に毎日ご利用いただけます。お子様用のメニュ
ーも用意しております。
朝食： コンチネンタルタイプか暖かいカントリー風の朝食をビュッフェからお選びください。
昼食： デッキやプールサイドでアラカルトのメニューからお選びください。
夜：
マヒノバーでは日替わりのカクテルをご用意しております。ぜひお試しください。
夕食： 日替のテーマバイキングをお楽しみください。ビュッフェには、前菜からデザートまで各種のお料理を用意して
おります。毎週金曜と土曜の両日はシーフッドビュッフェ。地元の新鮮なシーフードをお楽しみください。(要予約)
シーベルレストラン （Seabelle Restaurant）
地元の食材を良質な肉やシーフードとうまく調和させオーストラリアならではの味が楽しめるおしゃれなアラカルトレス
トラン。ベジタリアンメニューもご用意しております。オーストラリアの厳選した良質のワインをグラスからお楽しみいた
だけます。シーベルバーでは、リラックスした雰囲気の中でお食事前のドリンクをどうぞ。 夕食のみ営業。（要予約）
サンドバービストロ、ピゼリア (Sand Bar Bistro, Pizzeria)
海と２つのプールを見渡すサンドバーでは、海風に吹かれながらご家族でのんびりと楽しく昼食や夕食をとっていただ
くのに最適です。黒板メニューからお好きなものを選んでいただけます。 また、夜には名物の自家製ピザをお楽しみく
ださい。 毎週日曜日は、目の前で切り分け召し上がれる肉料理などビュッフェメニューをどうぞ。 お子様用のメニュ
ーもございます。
プールバー （The Pool Bar）
プールサイドでカクテルをお楽しみください。 プールバーでは冷たく冷やしたビールから各種トロピカルカクテルまでご
用意しております。昼食には、サンドウィッチ、バーガー、サラダなどの軽食もご利用ください。

コーヒーロックカフェ (The Coffee Rock Café)
ショッピング・ビレッジの一角にあるエアコンのきいたコーヒーロックカフェでは、焼きたてのパン、ペーストリー、ホットパ
イ、バゲットやロールサンド、カプチーノ、冷たい飲み物やアイスクリームなどをご用意しております。
ディンゴバー・ナイトクラブ (Dingo Bar Nightclub)
ウィルダネス・ロッジに隣接しているディンゴバーでは、毎晩がパーティーです。レセプションからはシャトルによる送迎
サービスがあります。流行の音楽とパーティー気分を盛り上げる照明やパーティーゲームなどでお楽しみください。夜
７時からバーは営業開始、深夜まで営業しております。
ジェティーハット (Jetty Hut)
グレートサンディー海峡を望む桟橋で夕日を眺めながら、皆さんでドリンクをお楽しみください。

オーストラリアの味
―フード＆ワインクラスー
休暇中の楽しみの中でも地元の食べ物をいろいろ試してみるのは、重要な部分です。リゾートでは、オーストラリアの
料理とワインを楽しんでいただく素敵なプログラムをご用意しております。シーベルレストランでご予約ください。

服装
平均気温は夏は２９度、冬は２２度くらいです。
冬場でも日中の気温はかなり上がりますが、朝晩は冷え込むことがありますので暖かいもの（トレーナー、長袖セータ
ー、フリースなど）をご用意ください。冬場（６月から９月くらい）には泳ぐには少し寒いでしょう。
島内ツアーや日中のアクティビティーには日焼け止めクリーム、サングラス、帽子、運動靴、水着、虫除けスプレーなど
があると便利です。リゾートですので基本的にはカジュアルな軽装で結構ですが、午後６時以降はスマートカジュアル
をお願いしております。（ゴム草履、水着でのレストランのご利用はご遠慮ください。）

フレーザーアイランド・ビューティースポットツアー
（レンジャーガイド付・１日４WDツアー）
島の自然や歴史に触れてみてください。 フレーザー島で一番美しいといわれる真っ白なシリカサンドと澄み切った青
い水をたたえるマッケンジー湖で泳いでみてください。セントラルステーションからは降雨林の中を音も立てずにひたひ
たと流れるワングールバクリーク沿いを高く、大きなサティネーの木々が生育するパイルバリーまで歩いてみてくださ
い。有名な７５マイルビーチにそって４WD で走ってみてください。そして途中イーライクリークに立ち寄り、冷たい淡水
が湧き出る小川で泳いだり、ボディボードにトライしてみてください。マヒノの難破船や、カラフルな砂の崖、ピナクルズ
を訪れたり、砂が島の東からゆっくり動いて長い年月をかけて森を飲み込んでしまった跡が見られるストーントゥール
の砂丘など島の見所を回るツアーをぜひ体験してみてください。
料金：大人＄１５９、子供＄８９ （モーニングティー、昼食、ナショナルパーク・フィー込み）
ツアーは午前８時１５分発、午後４時半頃リゾート戻り。

レンジャーガイド付・４WDプライベートツアー
何をしたいかご自分で選んでください。泳いだりピクニックをするあなただけの湖を見つけたり、レインフォレストの中を
歩いたり、バードウォッチングをしたり、砂丘を登ったり、、、。レンジャーと一緒に、あなたの行きたいところであなたの
したいことをするあなただけのための特別なツアーです。レンジャーも４WD も独り占めです。１台で４人までご参加いた
だけます。
一日プライベートツアー：１台につき＄８５５ （昼食、飲み物は別料金で用意可）
半日プライベートツアー：１台につき＄５００

レンジャーガイドウォーク（無料）
毎日リゾート内で行われるレンジャーがガイドする無料ウォークに参加してみませんか？レセプションに集合。 アクテ
ィビティーの時間や詳細については、“What’s On”というアクティビティーガイドをご参照ください。
＊

＊
＊
＊

＊
＊

早朝バードウォークでは、島で定期的に見られる３５４種の野鳥のいくつをご覧いただけます。ハニーイーターや
イースタン・ウィップバード、レインボービーイーター、アズ―ルキングフィッシャーやフォレストキングフィッシャー、
セークレット・キングフィッシャーなどにも会えるかもしれません。
砂の上どうして植物が生育しているのでしょうか？アボリジニやヨーロッパの開拓時代の人たちはこれらの植物
をどうやって食料や薬として利用したのでしょうか？そんなわけを知りたいと思いませんか？
オーストラリアの環境リゾートの先駆者、エコリゾートの運営をその裏から覗いてみませんか？
ナイトウォークでは、リゾート内の池のまわりでスポットライトを使って珍しい酸性カエルやコウモリを探したり、
木々を飛びわたるシュガーグライダーを見つけたりします。また夜空を見上げて天の川や南十字星を探してみま
しょう。
夜のアクティビティーとして、フレーザー島の植物や動物を紹介するスライドショーも行っています。
また、野生の犬、ディンゴの生態についてご紹介するディンゴトークというアクティビティーもあります。

ホェールウォッチング・クルーズ
毎年８月から１０月は、ハービーベイにザトウクジラが訪れます。外海から守られたこのフレーザー島と本土にはさま
れた穏やかなで湾で、この間におよそ２０００頭ものクジラが短いもので１－２日、長いものでは２週間も過ごしていき
ます。クジラにとっては長い南氷洋までの旅の途中に体を休める絶好の場所であり、またホェールウォッチングを楽し
むものにとっては、世界でも有数のウォッチングスポットとなっています。澄んでいる湾の水はクジラがボートに近寄っ
てくるのが手に取るようによく見え、忘れられない体験となるでしょう。
ホェールウォッチング・クルーズは、８月から１０月までの期間限定で午前８時から正午までの半日ツアーです。
料金：大人＄１００、子供＄５５
（モーニングティー、映像を使ってのクジラの生態についての話や、子供対象のアクティビティー付）

ドルフィンウォッチング・クルーズ
午前中をグレートサンディー海峡の穏やかの海をクルーズして過ごしてみませんか？ イルカやジュゴン、海がめや海
鳥などを探してみてください。この海では、インドパシフィック・ハンパックドルフィン、ボトルノーズドルフィンなどが見ら
れます。ツアーは１１月から７月限定で午前８時半出発、１２時半戻りの半日ツアーです。
料金：大人＄７０、子供＄４０ （マリンレンジャーによる解説付）

シャンペンサンセット・クルーズ
カタマランヨット、ブルードルフィンにのってシャンペンを片手に夕日を眺めながらグレートサンディー海峡をセーリング
してみませんか？ １１月から７月限定、夕暮れ時の１時間半のクルーズです。（時間は季節によって変更あり）
料金：大人＄５５、子供＄３０ （シャンペン、おつまみ付）

ジュニアエコレンジャー・プログラム
５歳から１４歳の子供用プログラムです。
休暇中にさあ、君もジュニアレンジャーになってみよう！ブッシュウォーキング、ゲーム、工作、歌を歌ったり、話を聞い
たり、、、。スポットライティングで夜行性の動物を探したり、コンパスを使ってアクティビティーをやってみよう。
プログラムは、週末とスクールホリデー期間のみ実施。
ジュニアレンジャーアクティビティー：１０時から１２時、エコティーンズアクティビティー：午後１時半から午後３時半、
夕食と夜のアクティビティー（５歳から１４歳）：午後５時半から午後９時
料金：子供一人＄２０（夕食付）、＄１０（その他の時間１回につき）

キッズクラブ
５歳以下のお子様用の託児施設です。保育資格を持つスタッフがお預かりしています。
午前８時半から午後４時半まで

アクティビティー、どんなことできる？
z
z
z
z
z
z

４WD によるエコツアー・４WD レンタル
ドルフィンクルーズ（１１月から７月）・ホェールウォッチング（８月から１０月）
レンジャーガイド付無料ウォーク・スライドショーとトーク・テニス
レインフォレストツアー・ブッシュウォーキング・バードウォッチング・写真撮影
ビーチバレー・水泳・フィッシング・スイミングプール
星観察・ピクニック・夜行性動物スポットライティング

ウォータースポーツ （ジェティーハット）
z
z
z
z
z
z
z

レンジャーガイド付カヌーツアーとフィッシングクリニック（無料）
アクティビティーガイド “What’s On” で時間をご確認ください。
フィッシング用ディンギーボーレンタル（日除け付、４人乗り）
フィッシング用生餌、ジグの販売
釣り道具一式レンタル（釣竿、ヤビー用のポンプ、かご、フィッシングナイフなど）
パドルスキー、カナディアンカヌーレンタル
シュノーケリングセットレンタル
セーリングカタマラン（２人乗り）レンタルと乗り方レッスン

マッサージ・ビューティーセラピー
キングフィッシャー・ナチュラルセラピー＆ビューティーは男性、女性共年齢に関係なくお気軽にご利用ください。各種
マッサージメニュー、ラップ、フェイシャル、ハンド＆フットケア、ピアス、ワックス、まつげ・まゆげ染め、頭や首のマッサ
ージ、ヘア、カラーなどボディーケア全般を心ゆくまでお楽しみください。サロンはショッピング・ビレッジの一角にありま
す。早めのご予約をお勧めします。

４WDレンタカー
４WDレンタル料金：一日レンタル（保険付）＄２９５～、半日レンタル（保険付）$２００～。
認可：島で運転するには政府の許可書が必要です。＄３５
保証金：レンタル時に保証金をお預かりしております。車返却時に問題がなければそのまま返金いたします。
ガソリン：ガソリンは満タンにしてお貸ししますので、返却時も満タン状態でお返しください。（満タンでない
場合は、その分のガソリン代をご請求させていただきます。）
ドライバー：ドライバーは２１歳以上で現在免許書を持っている方に限定。島内で運転をされる予定の方は、日本から
国際運転免許書をご用意ください。
注：リゾートの宿泊予約時にあわせてご予約ください。ピークホリデーシーズンにはレンタルできない場合があります。

サービス・施設
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z
z

主要なクレジットカードはご利用になれます。（VISA, Diners, AMEX, MC, Bankcard, Eftpos）
JCBカードはお取り扱いがありませんのでご注意ください。
貸し出し金庫がご利用になれます。
ビーチタオル貸し出し、
ポーターサービス
医療サービス
ゲスト用ランドリー＆ドライクリーニングサービス
外貨両替
ATM
会議施設
郵便ポスト・切手販売など
写真現像（一夜仕上げ）

ご予約・お問い合わせ
オーストラリア国内無料: 1800 072 555
FAX: 07 4120 3326
国際電話: +617 4120 3333
国際FAX: +617 4120 3326
Email: reservations@kingfisherbay.com
or
Web: www.kingfisherbay.com

www. fraserisland.net

●日本語でのご予約・お問い合わせはプロマークジャパンへ
オーストラリア電話 07-3371-9309
FAX:07-337１-7775
日本連絡先 電話＆FAX：03-3489-3144
E-mail: info@promarkj.com
Web: www.promarkj.com/fraser

料金や時刻などについては、予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。ご予約時に料金は必ずご確認い
ただきますようお願いいたします。
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