
Australia Ayers Rock

2020/04/01 - 2020/09/30

※一定の人数を切った場合は英語ツアーと混乗で催行しますが、
移動中は日本語ガイドがサポートいたします。



日程 日程/Schedule 食事
Day1 SQ221便にてシドニーへ シンガポール20:20発 シドニーへ

Day2

シドニー05:55着
SQ6646便にてエアーズロックへ シドニー10:05発 - エアーズロック13:15着

空港へ日本語ガイドがお迎え後、ツアーへご案内。

※空港到着後はツアーにすぐに移動できるよう、荷物のご準備や昼食はシドニー空港でお済ませください

【ウルルふもとめぐり散策とウルルサンセットツアー】
エアーズロックリゾートを出発して、ウルル・カタジュタカルチャーセンターを訪れます。

その後クニヤウォーク(約45分)へ移動をし、先住民の壁画やウルルのハートへご案内いたします。

ウルル(エアーズロック)サンセット会場に移動します。
ウルルサンセット会場では、オーストラリア産スパークリングワインとおつまみを楽しみながら、

太陽が沈むとともにウルルの色が刻々と変化する様子をご覧ください(約40分)。

その後、バスにてエアーズロックリゾートに戻ります。

エアーズ
ロック泊

Day3

朝05:00頃 各自ホテルのフロントにて朝食を受け取り、チェックアウト

【ウルルサンライズとカタジュタ散策ツアーへ】
エアーズロックリゾートを出発して、ウルルの東側に位置するウルルサンライズ会場へ。
夜明けの最初の光が砂漠の平原をゆっくりと横断する様子をご覧いただきます(約50分)。

朝日を受けてウルルの色が刻々と変化する様子を、
お持ちいただく朝食セットとコーヒー・紅茶で身体を暖めながらお楽しみ下さい。

カタジュタ展望台へ移動し（約20分）36個の奇岩群の全景を眺望できるスポットで
記念撮影をお楽しみいただけます。

その後、ウルル・カタジュタ国立公園へ向かいます。

カタジュタ(オルガス)では、ウォルパ渓谷散策路（往復約1時間）のウォークに出かけます。

ツアー終了後、AATKingsウルルカタジュタ記念証明書をお受け取り下さい。

その後エアーズロックリゾートに戻ります。

BOX朝食

エアーズ
ロック泊

Day4

ホテル出発 現地係員と共に空港へ
SQ6647便 エアーズロック13:50発– シドニー17:20着

※シドニー宿泊アレンジも可能。詳しくはスタッフまでお問い合わせください。

SQ288便 シドニー21:20発

Day5 シンガポール05:15着



ツアースケジュール（※目安）

04：30～06：00 宿泊ホテルへお迎え
※出発時間の目安は日の出時間の約90分前
ウルルサンライズ鑑賞（約45分）
コーヒー、紅茶サービスあり。

カタジュタ展望台（約20分）
カタジュタ・ウォルパ渓谷散策（約40～60分）
カタジュタ・ピクニックエリアにてトイレ・写真休憩
10：30～11：45 宿泊ホテルにて解散

ツアースケジュール（※目安）

14：45～16：00 宿泊ホテルへお迎え
※出発時間の目安は日の入り時間の3，4時間前
カルチャーセンター見学（約45分）
クニヤウォーク散策（約45分）
ウルルのふもと10．6㎞を車でぐるっと一周
車窓観光（約10分）
ウルルサンセット鑑賞（約40分）
18：30～20：15 宿泊ホテルにて解散

エアーズロック

到着日

エアーズロック

2日目

クニヤウォーク
●距離：往復1㎞ ●所要時間：40分
野生のプラッドウッドやプッシュプラ
ムの木々の間に作られた平坦な遊
歩道に沿って、ウルルのふもとにあ
るムティジュル・ウォーターフォール
へと向かいます。ガイドが周辺の植
物、ウルルの歴史や地質うぃ解説し、
また洞窟に描かれたロックアートが
あらわす意味などをご案内します。

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

外周9.4㎞にわたるウルルを
車でぐるりと1周します

ウルル（エアーズロック）サンセット

Point💡
●実際に訪れた人しか見ることのできない「撮影禁止の場所」
●小さい「ウルル」を探してみよう！

オーストラリア産ス
パークリングワインと
カナッペを片手にサン
セットを楽しもう！
（ソフトドリンク有）

エアーズロック（ウルル）サンセット会場へご案
内します。太陽が沈むとともに刻々と色を変え
るエアーズロックの様子をご覧ください。

←

ウルル（エアーズロック）
サンライズ

もう一つの世界遺産カタジュタ（マウントオルガ）

●所要時間：約45分
ウルルの東側に位置する
展望台「タリングル・ニャク
ンジャク」にて夜明けの最
初の光が砂漠の平原を
ゆっくり横断する様子や、
地平線に近づくにつれて
徐々に姿を現す神秘的な
ウルルの姿をご覧ください。

カタジュタ展望台

大小36個の奇岩群
が集まってできた
「カタ・ジュタ」。
全景を眺望できる
スポットで記念撮
影をお楽しみいた
だけます。

アボリジニの言葉で「多くの頭」という
意味を持ちます。3億年以上前に内
陸の海から押し出された巨大な岩が
ひび割れ、その後、長い年月をかけ
浸食や風化により今日の滑らかな美
しい岩山へと形を変えていきました。

ウォルパ渓谷ウォーク

●距離：往復約2.5㎞ ●所要時間：約１時間

このコースではカタ・ジュタ岩群の中でも特に
大きな２つの岩山の間にできた「ウォルパ渓
谷」の散策路を日本語ガイドとともに歩き、自
然の驚異を間近でご覧いただきます。



含まれてるもの ホテル宿泊、往復航空券、記載の食事(朝食1回)・観光・送迎

含まれてないもの

○燃料税/出国税 (諸税の目安:シンガポール航空S$250)
諸税は変動する可能性がございます。ご予約時に再度ご確認下さい。

○VISA–ETA ツアーをお申し込みのお客様には代行手配をいたします。
パスポートコピーをスタッフまでお渡し下さい。
※代行申請ができかねる場合がございます。その際はご自身様でのご取得下さい。

注意事項
○ツアー、オプショナル代金の子供代金は2～12歳未満のお子様で、

大人2名様と同室同伴のお子様に適用できます。
○入国時にパスポートの有効期限が 6ヶ月以上、

旅券の未使用査証欄が見開き2ページ以上が必要と なります。

キャンセル規定

[ご予約金(デポジット)]
ご予約後、航空券の発券期限までにご予約金(デポジット)をお支払いください。
航空券発券後は、ご予約金（デポジット）は払い戻し不可となります。

[お取消料]
ご出発31日前～:払い戻し不可（100%)

※宿泊ホテル・日付により、お取り消し料の規定が異なることがございます。

お1人様あたり 2泊5日ツアー代金（お子様料金は大人2名様につき1名様適用）

ご利用ホテル お部屋カテゴリー ご宿泊日 大人
TWN/DBL

子供
ベッド有

子供
ベッド無

延泊代金

大人
子供

ベッド
有

アウトバック
パイオニア スタンダードルーム

01APR20-31MAY20 2090 1350 1410 210 210

01JUN20-30SEP20 2180 1430 1460 220 220

ロスト キャメル スタンダードルーム
01APR20-31MAY20 2170 1420 1460 220 220

01JUN20-30SEP20 2250 1490 1460 260 260

デザート
ガーデンズ

ガーデンビュー
01APR20-31MAY20 2260 1510 1460 270 270

01JUN20-30SEP20 2350 1590 1460 310 310

デザートデラックス
01APR20-31MAY20 2320 1570 1460 290 290

01JUN20-30SEP20 2410 1670 1470 340 340

デラックスロックビュー
01APR20-31MAY20 2390 1630 1460 330 330

01JUN20-30SEP20 2510 1750 1460 390 390

セイルズ イン ザ
デザート

スーペリアルーム
01APR20-31MAY20 2350 1590 1460 310 310

01JUN20-30SEP20 2470 1710 1460 370 370

テラスルーム
01APR20-31MAY20 2490 1730 1460 380 380

01JUN20-30SEP20 2710 1950 1460 490 490

デラックススイート
01APR20-31MAY20 2740 1990 1460 500 500

01JUN20-30SEP20 3040 2280 1460 650 650

※Day3 朝食はBOX朝食となります。(Day4の朝食は含まれておりません)


