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Luxury Lodges of Australia
喧騒から離れた自然の中で過ごす贅沢な時間...
本コレクションには、独立して経営、運営されているラグジュアリー ロッジと高
級キャンプ地が掲載されています。どの施設も、心が踊るようなオーストラリアら
しさあふれる地域に位置しています。オーストラリアの太陽、砂浜、さまざまなな
景観、そして開放的な広い空間を感じられるラグジュアリーな体験は、ますます
貴重なものとなっています。オーストラリアのラグジュアリー ロッジならではの
魅力は、その唯一無二のロケーションと、一度に宿泊できるゲストの人数が限ら
れていることにあります。
ロケーションだけでなく、ロッジそのものが魅力的であることも重要なポイント
です。美味しい食事やお酒、快適な寝心地が揃った、ちょっとした贅沢を楽しむ
ことができます。これらのロッジでは、その土地やそこに住む人々、その土地に関
する知識が得られ、そこで生まれた工芸に触れることができるカスタムメイドの
体験も提供しています。これらの体験では、オーストラリアならではのラグジュア
リーと、オーストラリアの多様性の高さを感じることができます。
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マウント マリガン ロッジ  
(MT MULLIGAN LODGE)
アウトバック北部 (クイーンズランド州)

シルキー オークス ロッジ 
(SILKY OAKS LODGE)
デインツリー (クイーンズランド州)

サファイア フレシネ  
(SAFFIRE FREYCINET)
フレシネ (タスマニア)

サル サリス (SAL SALIS)
ニンガルー リーフ (西オーストラリア州)

スパイサーズ ピーク ロッジ 
(SPICERS PEAK LODGE)
シーニック リム ハイ カントリー
 (クイーンズランド州)

プリティ ビーチ ハウス  
(PRETTY BEACH HOUSE)
シドニー近郊地域 (ニュー サウス ウェールズ州)

ザ ルイーズ (THE LOUISE)
バロッサ バレー (南オーストラリア州)

トゥルー ノース (TRUE NORTH)
キンバリー地域 (西オーストラリア州
およびオーストラリア周辺地域) 

エミレーツ ワン & オンリー ウォルガ
ン バレー (EMIRATES ONE&ONLY 
WOLGAN VALLEY)
ブルー マウンテンズ (ニュー サウス ウェールズ州)
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ロンギチュード 131°  
(LONGITUDE 131°)
ウルル (ノーザン テリトリー)

エル クエストロ ホームステッド  
(EL QUESTRO HOMESTEAD)
キンバリー地域 (西オーストラリア州)

サザン オーシャン ロッジ 
(SOUTHERN OCEAN LODGE)
カンガルー島 (南オーストラリア州)
(現在、改装のため休業中)
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リザード島 (LIZARD ISLAND)
グレート バリア リーフ (クイーンズランド州)
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レイク ハウス (LAKE HOUSE)
デイルスフォード (ビクトリア州)

16
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アルカバ (ARKABA)
イカラフリンダーズ山脈 (南オーストラリア州)

バムル プレインズ (BAMURRU PLAINS)
トップ エンド (ノーザン テリトリー)

カペラ ロッジ (CAPELLA LODGE)
ロード ハウ島 (ニュー サウス ウェールズ州)

864

ケープ ロッジ (CAPE LODGE)
マーガレット リバー (西オーストラリア州)

クオリア (QUALIA)
グレート バリア リーフ (クイーンズランド州)



オーストラリアだけの、多様性あ
ふれるラグジュアリーな自然体

験をどうぞ...

私たちについて
2010 年設立の Luxury Lodges of Australia は、オーストラリアの選りすぐりの
ロッジおよびキャンプについての情報を集めて紹介している会員組織です。オースト
ラリアの高価格帯の旅行体験を探している人にとって参考になる情報をまとめてい
ます。本コレクションに掲載されているロッジは、それぞれ独立して経営、運営されて
います。一般的なホテル「グループ」ではありません。志を同じくする起業家の集まり
であり、それぞれがオーストラリアのユニークな地域に情熱を注ぎ、洗練された世界
の旅行者が求めるような、高級でありながら親しみやすいロッジやカスタムメイドの
体験を生み出すことに深く傾倒しています。各ロッジが、単なる宿泊施設という概念
を大きく超えたものとなっています。

私たちが考える Luxury (ラグジュアリー) とは
私たちにとってのラグジュアリーとは、オーストラリアのそこだけでしかできない特別
な体験、その地の人 と々の交流ができるということと深く結び付いています。オースト
ラリアの自然多様性、文化、個性、生活様式を表す場所として、各ロッジでは、その地
の優れた一面を共有するために特色ある体験を用意しています。貴重な自然の景観
と野生生物 (陸、海を問わず)、先住民族の文化、豊富で多様な飲食文化など、さま
ざまな体験ができます。体験の数は 250 を超え、1,600 を超えるメーカー、ガイド、
アーティスト、生産者、地元の人 と々提携しています。体験を通じて、その地域の深い
魅力をじっくりと味わうことができ、現地との真のつながりを感じることができます。
こうした各地のロッジが集まることで、オーストラリアだけでしかできないラグジュア
リーの形をまさに体現しています。

私たちの目的
私たちの目的は、各地の雰囲気を伝え、体験を通じてゲストとその地をつなぐとい
うことに尽きます。ロッジ同士の類似点ではなく、違いをお伝えします。そして、海
岸、砂漠、岩礁、島や荒野のロッジ、奥地で楽しむ贅沢なキャンプ、ブドウ園でのリ
トリート、料理といった、オーストラリア体験のロッジごとの多様性と「オーストラリ
アらしさ」を伝えることを目的としています。これは、ロッジを運営している場所の環
境保護、コミュニティ保護と密接に関連しています。目的は、野生生物の保護、景観
の保護と再生、コミュニティへの協力および関与など、ロッジの DNA の中核をな
すものとなっています。各ロッジには、関心があるゲストに向けてこれまでの取り組
みを語るストーリー ページがあり、ご自由にお読みいただけます。これらのストー
リーについて詳しくお知りになりたい方は、luxurylodgesofaustralia.com.au/
sustainability をご覧ください。
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「オーストラリアの古代の風景を残すフリンダー
ズ山脈を巡り、アウトバックの荒野に圧倒された後
は、細心の配慮のもとに改築されたアルカバのホ
ームステッドに宿泊しましょう…アルカバは、観光
と自然保護が地元の人々の生活と野生生物の生
息数に良い影響をもたらすことを実証しています」 
Holly Tuppen for The Long Run 
and Four Magazine.

 最寄りの国内線空港: ポート オーガスタ 
 ロッジまでの所要時間: 車で 75 分
 最寄りの国際線空港: アデレード 
 ロッジまでの所要時間: 車で 5 時間、 
 アデレードからのプライベート チャーター便で 1 時 
 間、カンガルー島からの直行便で 1 時間半
 客室/スイート: 5 室
 8 歳以上のお子様同伴で宿泊可能

アルカバ (Arkaba)
Ikara-Flinders Ranges, South Australia
連絡先: +61 (0)2 9030 6312
または arkaba@wildbushluxury.com
luxurylodgesofaustralia.com.au/arkaba

 WildBushLuxuryExperiences
 wildbushluxury
 WildBushLuxury

数百万年にわたる地質学的活動によって形成された、古代の景観が残るイカラフリンダーズ山
脈は、オーストラリアで最も印象的なアウトバックの風景が見られる場所です。

アルカバ (Arkaba) の敷地は、かつて牧羊場として使われていた場所が、緑豊かな野生動物保
護区として生まれ変わったものです。ここには、驚くほど多様な野生の鳥や動物が生息していま
す。この 60,000 エーカーもの私有保護地区を、たった 10 人のゲストと数名のプロのガイド
だけで独り占めできる。これこそが、アルカバで体験できるラグジュアリーです。

アルカバの「ホームステッド」と呼ばれる邸宅は、素朴でシックなスタイルを特徴としており、田
園地帯に残る豊かな遺産への敬意が感じられます。ホームステッドにある 5 つの客室は、荒々
しく険しい景観の中で快適さを提供するオアシスのような場所です。ゲストは、プロのガイドが
同行するアウトバックのツアーに参加して Wild Bush Luxury を体験し、オーストラリアのカン
トリーならではのホスピタリティを感じることができます。

低木地帯をハイキングしながら、大昔からそこにあったかのようなユーカリ カマルドレンシスの
木々が立ち並ぶ河床を歩くと、タイムスリップしたような感覚を味わえます。サファリをドライブ
すると、ゴツゴツした砂岩の断崖や、先史時代からある美しい山脈を見ることができます。アルカ
バで自然保護活動に取り組む人たちと一緒に、この地に生息する野生生物の姿を追ったり、先
住民のアドニャマタンハ族の人たちと一緒にトレッキングをしたりしてみましょう。アドニャマタン
ハ族は、ヨーロッパから探検家や開拓者がやってくるずっと前からこの土地とつながってきた人
々です。ウィルピナ パウンドに残る古代の城壁やカティサンダ (エーア湖) の上空を遊覧飛行す
れば、アルカバの背後でエルダー山脈が虹色に輝く姿を見られるかもしれません。世界有数の
驚異的な地形として知られるウィルピナ パウンドに沈む夕日を眺めながら、誰もいない山頂で
グラスを傾けてみましょう。外に出て満天の星を見上げれば、5 億年もの年月をかけて形成され
たこの土地で繰り広げられる夜のエンターテインメントを楽しむことができます。

アルカバ (Arkaba)
 所在地: アドニャマタンハ カントリー

おすすめポイント
10 人のゲストの 1 人として、アウトバックにある 
60,000 エーカーの敷地内に宿泊してみましょう。こ
こに滞在し、6 億年もの年月をかけて形成された起
伏のある景観の中を冒険するだけで、野生生物の保
護に貢献できます。

旅のヒント
• ハハイヒールではなく、歩きやすいウォーキング 

シューズを持参して、オーストラリア随一のブッシ
ュウォークでハイキングをしたり、4WD でドライ
ブしたりして、スチュアート、モーソン、ヘイセンの
足跡を辿りに行きましょう。

• 春になると、ワトル、デイジー、デザート ピーがア
ウトバックに点 と々花を咲かせ、野生生物が姿を
見せます。

• サファリの上空をヘリコプターで遊覧飛行すれ
ば、アドニャマタンハ カントリーの圧倒的なスケ
ールを感じることができます。空高く舞い上がる
ワシや、古代から生息するユーカリ カマルドレン
シスの木々を見下ろして、遊覧飛行でしか味わえ
ない特別な体験をしてみましょう。
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「…オーストラリアで本物のサファリに最も近いと
言える場所です…プールのほか、社交の場になるレ
ストランやラウンジ エリアが用意されており、ここか
ら臨場感のある景色を楽しむことができます。プロの
ガイドも待機しています。先を急ぐのは、メアリー リ
バー流域を横切る飛行機だけです。フロリダのエバ
ーグレイズのレンジャーとクロコダイル ダンディー
の雰囲気を併せ持っています。カーキ色の制服を着
た森林警備隊員がモーターを停止すると、葦の葉が
こすれ合う音、長い脚と黒い首を持つコウノトリや白
サギが水を跳ね上げる音、リュウキュウガモの甲高
い鳴き声だけが耳に入ってきます」 
Susan Kurosawa for The Australian

 最寄りの国内線および国際線空港: ダーウィン 
 ロッジまでの所要時間: 車で 3 時間、軽飛行 
 機またはヘリコプターを使った遊覧飛行で 30 分
 サファリ バンガロー: 10 棟
 6 歳以上のお子様同伴で宿泊可能

バムル プレインズ (Bamurru Plains)
Top End, Northern Territory
連絡先: +61 (0)2 9030 6313
または bamurru@wildbushluxury.com
luxurylodgesofaustralia.com.au/bamurru

 WildBushLuxuryExperiences
 wildbushluxury
 WildBushLuxury

メアリー リバーの氾濫原に位置するバムル プレインズ (Bamurru Plains) では、南部アフリカ
にある「オカバンゴ デルタ」のオーストラリア版とも言える場所でサファリ体験ができます。海岸
沿いの氾濫原、サバンナの森、マングローブの河畔林には、オーストラリアに生息する種類豊富
な鳥類や野生生物のほぼ 3 分の 1 が生息しています。一方、隣接するカカドゥとアーネム ラン
ドは、オーストラリアの先住民文化の中心地です。ここは、まさに Wild Bush Luxury の魅力を
体験できる場所となっています。

バムル プレインズは、オーストラリアでも最も多くの野生生物が見られる場所の 1 つです。氾
濫原では、数万羽ものカササギガンの群れに混ざって、タカ、白サギ、青サギ、バッファローの姿を
見ることができます。周辺の森林地帯には、ワライカワセミ、オウム、コカトゥー、ワラビーが生息
しています。バムルには、プロのガイド付きのさまざまなツアーが用意されています。氾濫原を疾
走するエアボート ツアー、4WD のオープンカーを使ったサファリ ツアー、釣りツアー、四輪バイ
クを使ったサファリ ツアー、ガイドと一緒に荒野を歩くウォーキング ツアー、ワニがいる川での
リバー クルーズ、カカドゥにある古代の岩壁画を鑑賞するツアーなどがあります。

サファリ バンガローは、周囲の低木地帯の風景やそこから聞こえてくる音をゲストが感じられる
ように設計された、快適な宿泊施設です。カササギガンの鳴き声で目を覚まし、日が昇るにつれ
て次 と々姿を現す野生生物たちを眺めることができます。高さ 6 m の木の上にある「隠れ家」か
ら、またはインフィニティ プールで涼みながら、野生生物を眺めることもできます。グラスを片手
にゆったりと座って、Wild Bush Luxury の穏やかな雰囲気に浸るのもよいでしょう。静かにア
ウトバックを望むプライベートな体験を守るため、サファリ ロッジと 300 平方キロメートルに
及ぶ周辺のカントリーへは、宿泊するゲスト以外の立ち入りが禁止されています。

バムル プレインズの熱意にあふれるフィールド ガイドのチームが、ゲストが低木地帯での体験
に没頭できるように力を尽くします。ロッジでは、トップエンドの荒野を身近に感じながらも、安
心してお過ごしいただけます。周囲の低木地帯に溶け込むように建てられた 10 室のみのサファ
リ スイートに宿泊すれば、外の世界を忘れるほどのひとときを過ごせます。

バムル プレインズ 
(Bamurru Plains)

 所在地: ジャオイン カントリー

おすすめポイント
カカドゥ国立公園の端にある 300 km² の氾濫原
地帯に通じる場所に位置しています。ここは、オース
トラリアで最も種類豊富な野生生物を見ることがで
きる場所の 1 つです。

旅のヒント
• 新緑の季節 (3 月または 4 月) に訪れると、トッ

プ エンドの環境が生まれ変わる瞬間を目にする
ことができます。この季節には、バムルという名前
の由来にもなっているカササギガンの大群が湿
地に巣を作ります。

• 電子機器は置いて行きましょう。サファリ バンガ
ローには、Wild Bush Luxury のコンセプトに基
づいて、テレビもインターネットもありません。代
わりに、大自然と広大なトップ エンドの景色との
つながりを感じてください。

• 貴重なシーンを見逃さないよう、増え続ける生物
種のリストとロッジの双眼鏡を手元に用意してお
きましょう。
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「カペラ ロッジは、世界随一の壮観な眺め
を誇る素晴らしい島にある、オーストラリア
で最も洗練された宿泊施設の 1 つです」 
Anthony Dennis, Fairfax Traveller

 最寄りの国内線空港: ロード ハウ島 
 ロッジまでの所要時間: 車で 5 分
 最寄りの国際線空港: シドニー 
 ロッジまでの所要時間: 飛行機で 2 時間  
 + 車で 5 分
 スイート: 9 室
 10 歳以上のお子様同伴で宿泊可能

Capella Lodge
カペラ ロッジ (Capella Lodge)
連絡先: +61 (0)2 9918 4355  
または reserve@baillielodges.com.au
luxurylodgesofaustralia.com.au/capellalodge

 capellalodge
 capellalodge
 BaillieLodges

誰にも見つかられない場所でリフレッシュできるカペラ ロッジ (Capella Lodge) は、ベイリー 
ロッジが提供する代表的なロッジです。世界遺産に登録されたロード ハウ島にあり、隠れ家の
ような立地が人気のラグジュアリー ロッジです。オーストラリアの東海岸から短時間のフライト
で行くことができるこの島は、時の流れの中で忘れ去られた楽園がそのままの姿で残されてい
る、まさに「宝島」のようなところです。

カペラ ロッジのモダンなデザインは、周囲の美しい自然にさり気なく溶け込み、チークの原木と
白いリネンを使った控え目なインテリアが、本当の主役である海の眺望やゴワー山とリッドバー
ド山の驚くほどドラマチックな景色を引き立てます。ビーチスタイルのシックな調度品、島をテー
マにしたアート作品、ヒロハケンチャヤシで囲まれたデッキには、洗練されたゆったりとした雰囲
気が漂い、心安らぐ空間を裸足で過ごす贅沢なひとときを過ごせます。上質でありながらくつろ
いだ雰囲気のレストランは、ベイリー ロッジの特徴の 1 つです。カペラ ロッジの独創的な料理
には、近海で採れた魚介類と島内で生産された農作物がふんだんに使われています。

日中は、屋外で長い時間をかけてのんびりとバーベキュー ランチを楽しむのが、ロード ハウ島
の伝統的な習慣です。ネッズ ビーチで魚に餌を与えたり、オールド セトルメント ビーチでシュノ
ーケリングをして亀を見たりすることもできます。緑豊かな楽園のようなこの島には熱帯雨林、
サンゴ礁、ビーチがあり、何百種類もの珍しい固有種の動植物が生息しています。遊歩道沿い
には亜熱帯林があり、少し離れた場所にある入り江では美しい鳥たちが飛び交っています。海
中には、世界最南端のサンゴ礁があります。万華鏡のように色彩豊かなサンゴ礁には多くの魚
が集まるため、シュノーケリングやダイビングを楽しんだり、グラスボートで海中探索をするのに
最適です。

オーストラリアのビーチハウスならではの気取らない雰囲気が感じられるカペラ ロッジでは、日
常生活から切り離されて贅沢な時間を楽しむことができます。

カペラ ロッジ  
(Capella Lodge)

おすすめポイント
世界遺産に登録されているロード ハウ島は、時が止
まったような亜熱帯の「宝島」です。また、世界最南
端のサンゴ礁があることでも知られています。

旅のヒント
• 2 本の松の木の下にある、草の生い茂るピクニッ

ク エリアに続く小道を抜けて、ラバーズ ベイの砂
浜まで足を延ばせば、そこにはプライベートな楽
園が広がっています。夕日を眺めながらグラスを
傾けたり、裸で泳いだりすることもできるなど、誰
もいない場所で至福のひとときを過ごせます。

• レストランでは、人気のある壁際のソファー席を
予約しましょう。頭の向きを少し変えるだけで、バ
ーテンダーの動き、テーブルに運ばれてくる食事、
海からそびえ立つ 2 つの山の魅力的な景色をす
べて見ることができます。

• バーベキューはロード ハウ島の「名物」の 1 つで
す。島内には自然のままの場所に薪グリルが点在
しています。獲れたての魚、近くの歴史ある農場の
野菜で作ったサラダ、地元のクラフト ビールなど、
カペラ ロッジのバーベキュー ランチでは、さまざ
まな美味しい食材をいただけます。
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「俗世界から逃れたくなったときの隠れ家として、ケー
ブ ロッジほど素晴らしい場所はほかにありません。田
園地帯に建つ居心地の良いコテージ、のんびりとした
贅沢な時間を楽しめる 5 つ星を獲得したリゾート、大
都市のレストランにも引けを取らない洗練された料理
など、ケープ ロッジの魅力を一度体験すれば、そこから
離れたくなくなるはずです」 
Lisa Perkovic, Signature Luxury Travel, 
August 2020

 最寄りの国内線空港: バッセルトン 
 ロッジまでの所要時間: 車で 40 分
 最寄りの国際線空港: パース 
 ロッジまでの所要時間: 車で 3 時間半
 客室/スイート: 22 室  
 + 4 ベッドルーム レジデンス
 12 歳以上のお子様同伴で宿泊可能 (ポリシ 
 ーをご覧ください)

ケープ ロッジ (Cape Lodge)
Caves Road, Margaret River,  
Western Australia
連絡先: +61 (0)8 9755 6311  
または stay@capelodge.com.au
luxurylodgesofaustralia.com.au/capelodge

 CapeLodge
 cape_lodge

ケープ ロッジ (Cape Lodge) の 40 エーカーの敷地内には、自然を生かしたブドウ園、手入
れの行き届いた庭園、自然のままの低木林があります。世界随一のワイン生産地を訪ねるため
にラグジュアリーな拠点を探しているゲストにとって、最高の宿泊施設です。

ここはまるで、静かな別荘のような場所です。ゲストはワイングラスを片手にペパーミント ツリ
ーの木陰やプールサイドで本を読み、のんびりと過ごすことができます。身体を動かしたくなった
ら、敷地内のテニスコートやトレッキング コースを利用できます。

このロッジはマーガレット リバーの中心に位置しています。この地域は、冒険好きな人にとって
は楽園のような場所です。息を飲むほど美しい 160 km を超える海岸線、森林、洞窟があり、
ハイキング、ゴルフ、サーフィン、アブセイリングなどを楽しむ機会が無限に広がります。ケープ ロ
ッジには、世界的な評価を得ているブドウ園、小規模な醸造所、チョコレート工房もあり、この
地域の美食を楽しみにしているゲストを満足させます。さらに、アート ギャラリーも充実してい
ます。

ケープ ロッジのゲストなら誰もが楽しみにしているのは、評判の高いレストランでの食事でしょ
う。料理長の Adam Robson Chew が考案する食材を生かしたメニューには、敷地内の農園
で生産された新鮮な農産物のほか、西オーストラリアの海で採れた魚介類や、地元の農場で生
産された農産物が使用されています。

このプライベートなカントリー エステートには、22 室の静かな客室やスイートと、4 ベッドルー
ムのプライベート レジデンスがあります。さらに、所有する 8 エーカーのブドウ畑では、マーガレ
ット リバーで最高のソーヴィニョン ブランやシラーズが生産されています。

ケープ ロッジ  
(Cape Lodge)

 所在地: ヌーンガー ブージャ カントリー

おすすめポイント
世界的な評価を得ているワイナリーが、自然のま
まのインド洋、世界屈指の壮大な森林と共存して
います。

旅のヒント
• 西オーストラリア州で最高クラスの湖畔のレスト

ランで 5 品のコース料理をご堪能ください。

• ワイナリーの内部を紹介するツアーから、息を飲
むほど美しい海岸線のハイキング、水族館のよう
な海でのシュノーケリングまで、マーガレット リバ
ーのさまざまな魅力を体験してみましょう。

• 夕暮れ時にディジュリドゥの魅惑的な音色に耳を
傾けたり、洞窟ツアーに参加したりすることで、こ
のカントリーとのつながりを感じ、先住民族ウォ
ーダンディ族のドリーミングの精神やブッシュ フ
ードについて学びましょう。
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「エル クエストロ ホームステッドは、間違いなく
キンバリー地域で一押しのリゾートです。ここには、
感動的な体験をするために必要なものがすべて揃
っています」 
Elisabeth Knowles,  
Australian Traveller Magazine

 最寄りの国内線空港: カナナラ 
 ロッジまでの所要時間: チャータ 
 ー機で 30 分、または車で 2 時間
 最寄りの国際線空港: ダーウィン 
 ロッジまでの所要時間: 飛行機で 1 時間 +  
 車で 2 時間またはチャーター機で 1 時間半
 スイート: 10 室
 16 歳以上のお子様同伴で宿泊可能

エル クエストロ ホームステッド  
(El Questro Homestead)
Gibb River Road, East Kimberley,  
Western Australia
連絡先: +61 (0)8 7210 9600 or 
reservations@gdaygroup.com.au
luxurylodgesofaustralia.com.au/
elquestrohomestead

 elquestro
 elquestro

エル クエストロ ホームステッド (El Questro Homestead) では、辺境地ならではのホスピタ
リティや美しく広大な奥地の荒野地帯といった、西オーストラリアのキンバリー地域の魅力を存
分に楽しむことができます。エル クエストロの約 70 万エーカーの敷地には、険しい砂岩の山
脈、渓谷、滝などがあり、種類豊富な野生生物が生息する、世界に残された数少ない辺境地の 
1 つとなっています。

エル クエストロ ホームステッドは、チェンバレン川とチェンバレン渓谷を見下ろす岸壁に位置
しています。敷地は私有地になっており、ゲスト以外は立ち入ることができない落ち着いた環境
です。このホームステッドの特徴は、幅広い体験が用意されていることです。ガイドが同行する 
4WD でのドライブ、低木地帯や文化、自然を楽しむツアー、バードウォッチング、渓谷でのハイ
キング、手つかずの滝や岩場のプールでの水遊び、遊覧飛行、遠隔地へのピクニックなどの体験
を楽しめます。

このドラマチックな土地を探索した後は、ゼベディー スプリングスの温泉に浸かったり、古代の
バオバブの木の下に寝転がって読書をしたり、チェンバレン渓谷を見下ろすプールで泳いだり、
この地に生息するワラビーの群れと一緒に木陰でのんびりと過ごしたりすることができます。こ
のホームステッドは、誰もいない崖の上に 2 人だけのために用意されたテーブル、その日の冒険
について語り合える広 と々したベランダなど、壮大な立地を生かしたさまざまなテーブルセッテ
ィングで上質な料理とワインを提供することで知られています。

このホームステッドには、最寄りの町であるカナナラから車で 90 分で到着します。プライベー
ト フライト用の滑走路を使って空からアクセスすることもできます。10 室の客室とスイートがあ
り、宿泊人数は最大 20 名に限定されています。

エル クエストロ ホームステッド  
(El Questro Homestead)

 所在地: バランガーラおよびニャリガ カントリー

おすすめポイント
険しい山脈から熱帯雨林地帯、温泉、渓谷、滝まで
揃ったエル クエストロは、キンバリー地域の中心に
位置する楽園のような場所です。

旅のヒント
• ロスト シティやミリ ミリ滝を目指すヘリコプター 

ツアーに参加して、エル クエストロ ホームステッ
ドのレンジャーと一緒に探索に出掛けましょう。
目的地に到着したら、自然のまま残されているミ
リ ミリ滝で水浴びをしたり、グルメなピクニック 
ランチを味わったりすることができます。

• ゼベディ温泉に生い茂るビロウ椰子に囲まれて
午後のひとときを過ごし、忙しい 1 日の疲れをリ
フレッシュしましょう。

• 星空の下でのプライベート ディナーや、岸壁への
テーブルのセッティングもリクエストできます。こ
のホームステッドは、アウトバックのドラマチック
なロケーションでグルメを堪能できることで知ら
れています。
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エミレーツ ワン & オンリーウォルガ
ン バレー (Emirates One&Only 
Wolgan Valley)

「ゲートで車を降り、外界に対するバリケードのようにそび
え立つ崖に囲まれた、この渓谷の聖域に足を踏み入れた瞬
間から、何か特別めいたものを感じるはずです。まず、その壮
大なロケーションに目を奪われますが、これは数多くの魅力
のほんの一部に過ぎません。居心地の良い贅沢なヴィラや、
複数の客室があるエレガントなロッジ、そして純粋に質の高
い料理を提供するレストランが、忘れられない体験を生み出
します」 
Christine Middap, Editor of the  
Weekend Australian Magazine 編集者.

 最寄りの国内線空港: シドニー 
 ロッジまでの所要時間: 車で 2 時間半
 最寄りの国際線空港: シドニー 
 ロッジまでの所要時間: 車で 2 時間半
 ヴィラ: 40 棟
 すべての年齢のお子様同伴で宿泊可能

エミレーツ ワン & オンリー ウォルガン バレー 
(Emirates One&Only Wolgan Valley)
2600 Wolgan Road,  
Wolgan Valley, New South Wales
連絡先: +61 (0)2 9199 1811 または  
reservations@oneandonlywolganvalley.com
luxurylodgesofaustralia.com.au/wolganvalley

 EmiratesOneandOnlyWolganValley
 WolganV
 WolganV

エミレーツ ワン & オンリー ウォルガン バレー (Emirates One&Only Wolgan Valley) は、
シドニーから北西へ 2 時間半の、世界遺産に指定されたグレーター ブルー マウンテンズ地域
にある超高級リゾートです。カーボンニュートラルを達成した自然保護区と野生動物保護区か
らなる 7,000 エーカーの敷地に建つ、究極のラグジュアリーとプライベート感を融合したリゾ
ートで、オーストラリアの低木地帯ならではの体験ができます。

2 つの国立公園に挟まれたこのリゾートでは、この地に生息する野生生物、ドラマチックな自然
の美しさ、自然保護区、歴史遺産と併せて、ラグジュアリーを追求した施設、洗練された食事と
ワインを楽しむことができます。

このリゾートには、独立した 40 棟のヴィラが美しく配置されています。これらのヴィラが敷地面
積全体に占める割合はわずか 1 パーセントです。それぞれのヴィラには専用の温水プールと両
面タイプの暖炉があり、プライベートが守られたベランダからはウォルガン バレーと険しい砂岩
の断崖が織りなす絶景が見られます。リゾートの中心に建つメイン ホームステッドには複数の
レストランがあり、オーストラリアのモダンな趣向を取り入れながら、「農園からテーブルへ」とい
うコンセプトを大切にした料理を提供しています。ここには、ヘリテージ プレシンクトと呼ばれる
遺産保護区や、心身の健康を取り戻すことができる「ワン & オンリー スパ」もあります。このス
パは、化学物質を一切使用しないオーストラリアの高級スパ ブランド、「ソダシ」とコラボレーシ
ョンしています。

このリゾートでは、野生生物に出会うサファリ ツアー、自然の中を散策するウォーキング ツア
ー、遺産見学ツアー、マウンテン バイク、乗馬など、さまざまなアウトドア アクティビティを通じ
て、この地に生息する種類豊富な野生生物、ドラマチックな景観、田園地帯に残る遺産に出会う
ことができます。自然保護のためのアクティビティも毎日実施されており、この特色ある美しい環
境を未来に残そうと熱心に活動しているフィールド ガイドの仕事を体験することもできます。

 所在地: ウィラドゥリ カントリー

おすすめポイント
自然保護区に建つエミレーツ ワン & オンリー ウォ
ルガン バレーのリゾートは、ラグジュアリーで隙の
ないサービスと、野生生物や歴史遺産との出会いを
提供します。短期間の休暇でも、隠れ家として長期
滞在する場合でも、完璧な体験を叶えます。ここは、
オーストラリアの最大の魅力を伝えるリゾートです。

旅のヒント
• 冬には、「バレー バー & テラス」の焚火の前で、

香り高い 1832 年のウォルガン ジンをお試しく
ださい。この複雑な味わいのクラフト ジンは、そ
の原産地の風光明媚な景観と、その地に育つ植
物を思い起こさせます。

• ウォルガン バレーとその周辺の断崖には多くのト
レッキング コースがあり、乗馬、4WD、マウンテ
ン バイク、徒歩で探索できます。

• 夜になったら外へ出て、満天の星が煌めくウォル
ガンの夜空を眺めてください。就寝前の一杯を持
って出るのも良いかもしれません。
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レイク ハウス  
(Lake House)

「このリゾートの魅力は、空間、新鮮な空気、太陽
の光など、活力と心身の健康を促すさまざまな要
素を、ほかの国では叶えられない方法で体験でき
ることです」 
Billionaire Magazine

 最寄りの国内線および国際線空港: メルボルン 
 ロッジまでの所要時間: 車で 75 分
 スイート: 33 室
 すべての年齢のお子様同伴で宿泊可能

レイク ハウス (Lake House)
4 King Street, Daylesford, Victoria
連絡先: +61 (0)3 5348 3329  
または reservations@lakehouse.com.au
luxurylodgesofaustralia.com.au/lakehouse

 LakeHouseDaylesford
 lakehousedaylesford
 LakehouseDF

上質な料理、アート、美しい自然、そして世界トップクラスのサービス。それが、デイルスフォード
にあるレイク ハウス (Lake House) の魅力です。このリゾートのこだわりは美味しい食事とワ
インです。有能なもてなしのプロフェッショナルと、業界のレジェンドと呼ばれる料理ディレクタ
ー、Alla Wolf-Tasker AM 氏が協力して指揮を執り、美しい最先端のメニューと、高評価のワ
インのセレクションを提供しています。

レイク ハウスの特徴は、たゆまぬ革新と創造性、そして生産地に対する深い敬意が感じられる
ことです。レストランは長年にわたってオーストラリアのベスト レストランの 1 つに数えられ、シ
ェフ ハット 2 つの評価を獲得しています。

レイク ハウスでは敷地内に「デイリー フラット ファーム」を設けて、サステナブルなラグジュアリ
ーの基準の継続的な向上に貢献しています。レイク ハウスの厨房で使用する食材の大半は、ハ
ーブと野菜の畑のほか、代々引き継がれた果樹園、オリーブの木々、ブドウ畑で生産されたもの
です。ゲストは滞在中にレイク ハウスの農園を見学するツアーに参加できます。

ホテルのシックなスタジオ、スイート、そしてヴィラは、デイルスフォード湖まで続く 6 エーカーの
田舎風の庭園に溶け込むように建っています。それぞれの客室には、著名なアーティストで共同
オーナーでもある Allan Wolf-Tasker 氏のアート作品が飾られています。敷地内にあるスタジ
オでは、創作活動に取り組む Tasker 氏の姿を頻繁に見かけることができます。

デイルスフォードは、南半球で最も多くの鉱泉がある地域です。ゲストは、「農園からスパ」の理
念から着想を得た「ザ スパ」を利用できます。テニスをしたり、インフィニティ プールでリラック
スしたり、鉱泉からウォンバット州立森林公園へと続く曲がりくねった小道を探索したり、デイル
スフォード近郊の魅力的な村で散歩を楽しんだりするのもおすすめです。

遠くに見える湖畔に陽が沈む頃になると、「アーガイル ライブラリ バー」や「ラグーン デッキ」に
ゲストたちが集まり、その日の冒険について語り合う姿が見られます。

 所在地: ジャ ジャ ウルング カントリー

おすすめポイント
ゲストの心を満たす、レイク ハウスの伝説的なホス
ピタリティーをご体験ください。ここでは細部に至る
までウェルネスという考えが浸透しています。

旅のヒント
• ゲスト限定のデイリー フラット ファーム見学ツ

アーに参加できます。レイク ハウスのメニューに
使用される食材の大半は、この農園で生産され
ています。

• 地元のガイドが案内する 1 日のツアーに参加し
てみましょう。「牧場から食卓」をつなげることに
情熱を注ぐ、農園のスタッフ、生産者、ワイン醸造
者に出会うことができます。その中には、有機農法
やバイオダイナミック農法を行う生産者、希少な
品種を栽培する農家、山羊や羊のミルクのチーズ
の生産者、ビールやワインの醸造者、パン職人な
ども含まれます。レイク ハウス専属のベーカリー
で焼き上げる、長時間発酵させたサワー種生地
のパンやペストリーをお試しください。

• 幻想的なロケーションにある「プライベート ツリ
ートップ ミネラル スパ」もおすすめです。木の上
に建てられた静かな小屋の中にプライベートな円
形のスパ タブがあり、そこから海岸沿いのヤナギ
の木立を眺めることができます。
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リザード島  
(Lizard Island)

「リザード島の特別なロケーションと、ここで提供
している体験は、この島の価値ある自然とその周囲
にあるサンゴ礁を守り、育み、後世に残すことにつ
ながっています」 
Phillipa Coates,  
Australian Financial Review.

 最寄りの国内線および国際線空港: ケアンズ 
 ロッジまでの所要時間: グレート バリア リ 
 ーフ上空の遊覧飛行で 1 時間
 客室/スイート: 40 室
 10 歳以上のお子様同伴で宿泊可能

リザード島 (Lizard Island)
Great Barrier Reef, Queensland
連絡先: 通話料無料 (オーストラリア) 1800 837 204
国際電話 (米国) +1 716 276 0104
または luxury-aus@delawarenorth.com
luxurylodgesofaustralia.com.au/lizardisland

 lizardisland
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オーストラリア最北のアイランド ビーチ リゾートであるリザード島 (Lizard Island) は、ケアン
ズから北に 240 km 進んだグレート バリア リーフの上という独特な場所にあります。この島へ
辿り着くには、サンゴ礁とターコイズ ブルーの海の上を遊覧飛行機で 1 時間飛んで行くしか
ありません。

この島には、24 か所の細かい白砂のビーチ、1,000 ヘクタールを超える国立公園、そしてどこ
から見てもこの上なく青く澄んだ海があります。

この島の唯一のリゾートにあるのは 40 の客室とスイート、デイ スパだけです。訪れる人の心を
満たす静けさと自然美があり、そこには明確な特別感が感じられます。

ビーチには所々に足跡が残っているだけで、ほかには何もありません。透明な水の中では島を取
り囲むように広がるサンゴ礁がキラキラと輝いています。海底に横たわるオオシャコガイ、その
様子を観察する詮索好きなカスリハタの姿などを見ることができます。リザード島は海洋生物
の豊富さで世界的に知られています。

リザード島の魅力は、サンゴ礁やそれを取り囲む海で数多くのアクティビティを楽しめることで
す。有名なコッド ホールなどの素晴らしいスポットでダイビングを楽しむことも、ビーチからその
まま海に入り、シュノーケリングでサンゴ礁や色鮮やかな熱帯魚を観察することもできます。近
くにあるリボン リーフは、世界有数の大物釣りスポットとして知られています。

無料で利用できる小型モーター ボートに乗って誰もいないビーチを見つけ出し、グルメな料理
とドリンクを詰め込んだランチを楽しむこともできます。オーストラリア博物館の海洋研究所の
見学、島で最も標高の高いクックズ ルックへのハイキング、デイ スパ トリートメント、食前酒を
楽しみながらのサンセット クルーズなど、アクティビティも豊富に揃っています。

このリゾートの食へのこだわりは、地元の新鮮な食材を活かして、シンプルで美味しい料理を生
み出すことです。「ソルトウォーター レストラン」のメニューは毎日変わります。誰もいないビーチ
でのグルメなピクニック ランチや、夕暮れ時のビーチサイドでの 2 人きりの食事を楽しむことも
できます。

 所在地: ディンガアル カントリー

おすすめポイント
グレート バリア リーフの中にあり、ゲスト以外は立
ち入ることができないこのアイランド リゾートは、
心と感覚を研ぎ澄ませる不思議な癒しの力を持っ
ています。

旅のヒント
• ゲストは小型モーター ボートを使って、リザー

ド島の誰もいないビーチに行くことができます。
長時間探索を楽しめるように、ピクニック用のバ
スケットを持って出掛けましょう。島の南側にあ
るブルー ラグーンは必見です。美しい瑠璃色の
波が白い砂浜に打ち寄せる様子を見ることがで
きます。

• アンカー ベイにほど近く、ワトソンズ ベイのビー
チからシュノーケリングですぐ到達できる場所
に、クラム ガーデンがあります。ここでは、オオシ
ャコガイの群れや、サンゴ礁に住む美しい生物を
見ることができます。

• 日が暮れた後は、ベテランのバーテンダーがいる
「ドリフトウッド バー」で、味覚を刺激するジンの
テイスティングを体験してみましょう。
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ロンギチュード 131° 
(Longitude 131°)

「ノーザン テリトリーのロンギチュード 131° で
は、『デューン パビリオン』の正面に見えるウルル
と、その右側に見えるカタ ジュタの両方の風景を
楽しめます。これほど心を癒し、時間を忘れさせる
光景は、ほかに思いつきません。それはまるで、絶
え間なく変化し続ける光を背に、この世界のあら
ゆる赤色を照らし出すかのようです。スピニフェッ
クスの茂みには、素早く動き回るコシアカウサビ
ワラビーの姿を見ることができます。今すぐにでも
また訪れたい場所です」 
Susan Kurosawa, The Australian

 最寄りの国内線空港: ウルル 
 ロッジまでの所要時間: 車で 15 分
 最寄りの国際線空港: シドニー 
 ロッジまでの所要時間: 飛行機で 3 時間  
 + 車で 15 分
 スイート: 16 室
 10 歳以上のお子様同伴で宿泊可能

ロンギチュード 131° (Longitude 131°)
Uluru, Northern Territory
連絡先: +61 (0)2 9918 4355  
または reserve@baillielodges.com.au
luxurylodgesofaustralia.com.au/longitude131

 longitude131
 longitude131
 BaillieLodges

時間を超越してその豊かさを増していくロンギチュード 131° (Longitude 131°) は、ウルル カ
タ ジュタ国立公園を見渡す場所にあります。この国立公園はオーストラリアの広大なレッド セ
ンターに位置し、世界遺産に登録されています。

ラグジュアリーなパビリオンからなるロンギチュード 131° では、オーストラリアの精神的な中
心地、砂漠の風景に感じられる真の静寂と美しさ、豊かな文化、遺産と歴史などをテーマにし
た、貴重な体験を提供しています。

開拓者の精神を受け継いで、サファリスタイルのテント付きパビリオンは、赤錆色の砂丘を越え
てやってくる現代の旅行者たちのために、スタイル性と持続可能性を両立して再現されたもの
です。変化する光が作り出す、ウルル (エアーズ ロック) の唯一無二の景色は、ベッドの中からで
も、バルコニーからでも、冷たい夜の空気の中に張られた暖かいスワッグの中からでも見ること
ができます。現代的な調度品、先住民のアーティストによるアート作品、グルメな軽食が詰まっ
たスイート内のバーは、この土地に対する粗野なイメージを一掃します。ロンギチュード 131° 
への滞在中の一番の楽しみは、ロッジの個人ガイドが同行する、ウルル カタ ジュタの探索でし
ょう。ゲストはこれらの体験を通じて、この砂漠の象徴的スポットの裏話を知ることができます。
また、自然遺産としての知識だけでなく、この土地の伝統的な管理者であるアナング族に伝わる
古代の創造の物語を知ることもできます。

ラグジュアリーな砂漠のベースキャンプ、ロンギチュード 131° の中心部には、眺めの良さと片
持ち屋根が特徴の「デューン ハウス」があります。ここでは、のんびりと寛いだり、カクテルを飲ん
だり、刻 と々その色を変えるウルルを眺めたりして過ごすことができます。オーストラリアの精神
的な中心地であるウルルを眺めながら、地産の食材と、国内の質の高い生産者による食品とワ
インを組み合わせた、上質な料理を堪能できます。アウトバックで冒険を楽しんだ一日の終わり
には、「スパ キナラ」で先住民の文化に着想を得たトリートメントを受けたり、「デューン トップ」
で驚くほど美しいウルルとカタ ジュタの夕日に染まる景色をドリンク片手に眺めたりして過ごせ
ます。

 所在地: アナング カントリー

おすすめポイント
現存する世界最古の文化とつながり、オーストラリ
アのレッド センターにある、世界遺産に登録された
象徴的な自然の産物が刻 と々姿を変える様子をご
覧ください。

旅のヒント
• このカントリーと、象徴的なウルル、カタ ジュタ、

砂漠の景観とのつながりを感じましょう。日の出
の時間帯に行われるガイド付きのウォーキング 
ツアーに参加できます。

• 太陽が水平線の下に沈み、夜空にビーナス ベル
トというピンク色の帯が現れてその美しい光が砂
漠を照らす光景を、「デューン トップ」の温水プラ
ンジ プールに浸かりながら眺めてみましょう。

• 夕食後は、宿泊するラグジュアリーなテントに戻
り、特別に用意された温かい特製スワッグに入っ
て、星が煌めく南国の空の下で就寝前の一杯を
楽しむのも良いでしょう。

• ロッジ周辺の赤い砂の砂丘を走るモロクトカゲを
探してみてください。このトカゲは、生き残り戦術
として頭から足の先までが保護色になっており、
皮膚から水分補給をすることもできます。
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マウント マリガン ロッジ 
(Mt Mulligan Lodge)

「朝焼けが燃えるように赤く空を染めた直後、朝日
がマリガン山を照らし、クイーンズランドのアウトバッ
クが一面バラ色になります。18 km にわたって続く
この巨大な一枚岩 (ほとんど知られていませんがウ
ルルの 5 倍の大きさです) の麓には静かな堰止湖
があり、水面にその周囲の風景を映しています。ティ
ーツリー、赤く燃えるような岩壁、そして運が良けれ
ばワラビーのケビンが浅瀬で水を跳ね上げる様子が
見られるかもしれません。デッキからこの非常に魅力
的な景色を見ると、思わずイーゼルと水彩絵の具を
取り出してキャンバスに描きたくなります」 
Kendall Hill, Qantas Travel Insider

 最寄りの国内線および国際線空港: ケアンズ 
 ヘリコプターで 35 分、または 4WD で  
 2 時間半
 客室/スイート: 10 室
 すべての年齢のお子様が宿泊可能

マウント マリガン ロッジ (Mt Mulligan Lodge)
Mount Mulligan, Queensland
連絡先: +61(0)7 4777 7377
または reservations@northernescape.com.au
luxurylodgesofaustralia.com.au/
mtmulliganlodge

 MountMulliganLodge
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18 km にわたって続く壮大な砂岩の山を背に建つマウント マリガン ロッジ (Mt Mulligan 
Lodge) は、クイーンズランドの険しい奥地帯の中でのんびりとした贅沢なひとときを過ごせま
す。

このロッジは、ケアンズの北西 160 km の距離にある、運営中の 28,000 ヘクタールの牧場
に位置しています。この牧場は、かつてのゴールドラッシュと石炭ラッシュの史跡と、それにまつ
わる物語を今に伝えています。ゲストは、先住民の人々にとって重要な意味を持つ、その魅惑的
な景観を通じて、アウトバックの精神性を体験できます。

景観に溶け込むように建つ広 と々したゲスト用のパビリオンは、宿泊できるゲストの数が 20 名
に限定されており、田舎風の生活環境でラグジュアリーで魅力的な体験を提供します。どのパビ
リオンも、ユーカリの木々に囲まれた淡水の堰止湖と、刻 と々その姿を変えるマリガン山を望む、
聖域のような場所となっています。

アウトバックというロケーションとその興味深い歴史を最大限に活かせるように、幅広い体験が
用意されています。その中には、現在も運営中のオーストラリア最古の金鉱業者による実演を含
む、金鉱地のガイド付きツアー、マリガン山の歴史ある炭鉱と廃墟となった町の見学、オフロー
ド カー (ATV) での冒険ツアー、シェフの手作りのピクニック用バスケット、バラマンディ釣り、ヘ
リコプターでの遊覧飛行、ガイド付きの自然観察ウォーキング、運営中の牧場の業務体験など
があります。

1 日冒険を楽しんだ後は、客室のベランダにある浴槽に浸かったり、「サンセット バー」からアウ
トバックの空の色が変化する様子を眺めたり、メイン パビリオンやプール デッキで本を読みな
がらリラックスしたり、アウトバックへの滞在に食の楽しみを加える日替わりのメニューを楽しん
だり、夜空に輝く満天の星を眺めながらパチパチと音をたてる暖炉の傍に腰を下ろしたりしてお
過ごしください。

 所在地: ジュンガン カントリー

おすすめポイント
クイーンズランド州のアウトバックにある、壮大なマ
リガン山の麓の 28,000 ヘクタールの牧場に位置
しています。

旅のヒント
• 自分の中にあるマッド マックスのような一面を見

つけて、オフロード カー (ATV) でアウトバックを
走り抜けましょう。

• 雨季が過ぎたら、渓谷ハイキングに参加してみま
しょう。自信のない方にはお勧めしないこのハイ
キングでは、そびえ立つ断崖に沿って大きな岩を
登ったり降りたりして、生い茂る草木を抜けて美
しい渓谷まで歩きます。澄んだ水が湧き出る泉に
辿り着くと、水浴びをしてそれまでの苦労を癒し
たくなるはずです。

• スタンドアップ パドル ボードで堰止湖の風景を
楽しみながら、目を光らせて何かいないか探して
みましょう。運が良ければカモノハシの姿が見ら
れるかもしれません。

• 夕食後、散歩しながら丘の上まで (「サンセット 
バー」を目指して) 登れば、星が輝く南国の夜空
を眺めながら就寝前の一杯を楽しめます。

• オーストラリアのロードランナー、オオノガンを見
逃さないように、目を光らせてください。
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プリティ ビーチ ハウス 
(Pretty Beach House)

「ここは夢のような場所です。自然、環境、ラグジュ
アリー。ここにはすべてが揃っています...」 
Julia Ashwood, The Vista

 最寄りの国内線空港: シドニーまたはニュ 
 ーキャッスル 
 ロッジまでの所要時間: シドニーまたはニュ 
 ーキャッスルから車で 90 分、水上飛行機で  
 20 分 (出発地はシドニーのみ)
 最寄りの国際線空港: シドニー 
 ロッジまでの所要時間: 車で 90 時間、 
 または水上飛行機で 20 分

プリティ ビーチ ハウス (Pretty Beach House)
83 Highview Road, Pretty Beach,  
New South Wales
連絡先: +61 (0)2 4360 1933  
または stay@prettybeachhouse.com
luxurylodgesofaustralia.com.au/
prettybeachhouse

 prettybeachhouse
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プリティ ビーチ ハウス (Pretty Beach House) は、贅沢なくつろぎの空間を絵に描いたよう
な場所です。このロッジは、シドニーの中心部から車で 90 分、または水上飛行機での短時間の
フライトで到着する距離にあります。設備が整った 4 棟のみのパビリオンには、洗練されていな
がら親しみやすく、のんびりとした心地よい雰囲気が漂い、オーストラリアの沿岸部ならではの
贅沢な体験を叶えるパーソナライズされたサービスを受けられます。

プリティ ビーチの断崖の上に建つこのロッジは、キラキラと輝くブロークン ベイを一望する古
代のアンゴフォラの森の中にあります。プリティ ビーチ ハウスは、プライベート感のある隠れ家
であるとともに、冒険、ロマンス、リフレッシュ、探検のための拠点として、英気を養ったり思い切
り探検を楽しんだりできる機会をゲストに提供します。

海岸の砂岩の崖に沿って続くハイキング トレイルを通って、金色に輝くビーチと入り江に簡単
に辿りつけます。ほかにも、先住民族のガイドと国立公園を巡る文化ツアー、真珠養殖場のツア
ー、ボートやヨットでのクルージング、ウォーター スポーツ、マウンテン バイク、テニスなどのアク
ティビティが用意されています。先住民の人たちがゲストに対する歓迎の儀式として披露する歌
や踊り、そして長老が語る伝承「ドリームタイム」は、忘れられない体験になるはずです。この儀式
は、およそ 2,000 年前にダーキンジャン族が作成したアボリジニの壁画の近くで行われます。

設備が完備された 4 棟のパビリオンがあるこのロッジでは、一度に宿泊できるゲストの人数が
最大 8 名に限定されています。プリティ ビーチ ハウスのおすすめは、何と言ってもその食事で
す。それぞれのゲストの趣向に合わせて才能豊かなシェフが生み出す季節ごとの日替わりメニ
ューは、新鮮な地産の魚介類や農産物を使用して、ブッシュ フードと郷土料理を融合させたも
のです。食事と飲み物はすべて料金に含まれています (高級ワイン リストに含まれるワインは
別料金ですが、試す価値があります)。そのほかに、パビリオンのミニバー、無制限で利用できる 
Wi-Fi と映画、マウンテン バイクも料金に含まれています。

 所在地: ダーキンジャン カントリー

おすすめポイント
このオーストラリア式のラグジュアリー ホテルは、シ
ドニーからすぐの距離にあるにもかかわらず、国立
公園内の低木地帯、入り江、ビーチでの没入感のあ
る特別な体験を提供します。

旅のヒント
• 手付かずの在来植物の中を 20 分ほどのんびり

歩き、アボリジニ ドリーミングの聖地であるボッ
クス ヘッドの先端に辿り着くと、そこには息をの
むような景色が広がります。周囲を 5 つの海に
囲まれたこの場所からは、ブロークン ベイやパー
ム ビーチ、バレンジョイ灯台まで、180 度見渡す
ことができます。

• ブロークン ベイ パール ファームの体験型ツアー
では、この地域にある水路をクルーズして養殖場
へ向かい、お気に入りの真珠を選んで自宅に持ち
帰ることができます。

• 見逃せない一番の楽しみは、「シェフズ テーブル 
ダイニング エクスペリエンス」での食事です。この
レストランは、親しみやすい食事体験だけでなく、
多くの情報を提供してくれます。厨房に面したテ
ーブルに座れば、担当のシェフから直接、いろいろ
な話を聞くことができます。

 スイート: パビリオン 4 棟
 13 歳以上のお子様同伴で宿泊可能
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クオリア (qualia)
「世界最高のリゾートに名を連ねるクオリアは、ハミ
ルトン島北端の半島にある私有地に建っています。ハ
ミルトン島は、ウィットサンデー諸島の中心に位置し、
グレート バリア リーフのほぼ中央に浮かぶ島です。
誰もいない場所で日常から離れて過ごすのに最適な
ところです」 
James Litston, The Telegraph – Luxury

 最寄りの国内線空港: グレート バリア リ 
 ーフ空港 (ハミルトン島) 
 ロッジまでの所要時間: 車で 5 分
 最寄りの国際線空港: ケアンズおよびブリスベン 
 ロッジまでの所要時間: 飛行機で 1 時間 40 分  
 + 車で 5 分
 スイート: プライベート パビリオン 60 棟  
 (一部にはプライベート プールあり)
 16 歳以上のお子様同伴で宿泊可能

クオリア (qualia)
Hamilton Island, Queensland
連絡先: +61 (0)2 9433 0444 
または reservations@qualia.com.au
luxurylodgesofaustralia.com.au/qualia

 qualia
 qualiaresort
 qualia

クオリア (qualia) は、ハミルトン島の北端の、この上なく美しいグレート バリア リーフに囲まれ
た静かな場所に位置しています。世界トップクラスのラグジュアリーと卓越したモダンなデザイ
ンが、独特な方法で表現されています。心をリラックスさせながら贅沢な気持ちに浸ることがで
きるように、細部まで綿密に考え抜かれています。

太陽の光が降り注ぐクオリアの北側は、毎日変化する美しさを味わうのに理想的な場所となっ
ています。宿泊するパビリオンは 60 棟から選択でき、その多くには専用のプランジ プールがあ
ります。ゲストはこのプールから、ウィットサンデー パッセージに広がる息をのむような景色を
楽しむことができます。

クオリアには、敷地内に 2 軒のゲスト専用のレストランと、魅力的な「スパ クオリア」がありま
す。このスパでは、心と身体の相乗効果のバランスを整えるための幅広い活性化トリートメント
を取り入れた、本格的なオーストラリア式のスパ メニューを提供しています。

クオリアのゲストは、ホワイトヘブン、数多くの無人島のビーチ、グレート バリア リーフなど、ウィ
ットサンデー地域の多くの人気スポットに簡単にアクセスできるだけでなく、ハミルトン島にあ
る専用のチャンピオンシップ ゴルフ コースを優先的に利用できます。絵のように美しいこのコー
スは、リゾートが所有する島にあるオーストラリアで唯一の 18 ホールのゴルフ コースです。ここ
では初心者もプロのゴルファーも同じように思い切りプレーを楽しむことができます。

2 人で時間を過ごすことを究極の目的とするゲストには、スタッフがビーチへの無料送迎サービ
スを手配してくれます。落ち着いた静かなビーチで 2 人きりのグルメ ピクニックを楽しむ機会
は、ほかではなかなか得られません。

 所在地: ンガロ カントリー

おすすめポイント
クオリアは、グレート バリア リーフの真ん中で静か
でラグジュアリーな環境を提供するプライベートな
リゾートです。このオーストラリア式のオアシスでは、
受賞歴のある非常に優れたサービスを提供してい
ます。そのサービスは、ラグジュアリーでありながら
親しみやすくフレンドリーなものです。

旅のヒント
• グレート バリア リーフを象徴するラグーンである

「ハート アイランド」に、かつてない方法でアクセ
スできます。

• プライベート ビーチへの送迎が行われています。
貸し切り送迎サービスを利用し、グルメなピクニ
ック ランチを持って、誰もいないビーチに出掛け
てみましょう。ウィットサンデーの太陽の下で、泳
いだり、シュノーケリングをしたり、水浴びをした
りすることができます。

• 日本酒と刺身のテイスティングを通じて、日本文
化を体験できます。最高級の日本酒の中には、刺
身として食べられるオーストラリアで最高品質の
魚によく合うものがあります。日本に古くから伝わ
る、この有名な食の伝統を体験してみましょう。
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サファイア フレシネ 
(Saffire Freycinet)

「世界の果てのようなタスマニアでは、外界から切り
離されたような感覚を味わうことができます。起伏の
ある半島で、ドラマチックな光景が広がる丘、砂浜、タ
ーコイズブルーの海に囲まれて建つサファイア フレ
シネに到着すると、その感覚はますます強まります。こ
こは、オーストラリアのラグジュアリーを極めたリゾー
トです。スイートの窓からは海が見え、豪華なレストラ
ンではアワビを使った料理や島で生産されたワイン
を楽しむことができます」 
Sunday Times Travel Magazine

 最寄りの国内線空港: ホバートまたはロ 
 ーンセストン 
 ロッジまでの所要時間: 上記の空港から車で  
 2 時間半
 最寄りの国際空港: ホバートおよびメルボルン 
 ロッジまでの所要時間: ホバートまたはローンセス
トンまで飛行機で 1 時間 + 車で 2 時間半
 スイート: 20 室
 すべての年齢のお子様同伴で宿泊可能

サファイア フレシネ (Saffire Freycinet)
Freycinet, Tasmania 
連絡先: +61 (0)3 6256 7888  
または stay@saffire-freycinet.com.au
luxurylodgesofaustralia.com.au/saffire

 SaffireTasmania
 saffirefreycinet
 SaffireTasmania

サファイア フレシネ (Saffire Freycinet) は、タスマニアの東海岸にあるラグジュアリーな海辺
の聖域です。その特徴は、洗練されたパーソナルなサービス スタイルを追求し、その場所との感
情的なつながりを感じさせることにあります。

ハザーズ山脈、フレシネ半島、グレート オイスター ベイの自然のままの海を一望する場所にひ
っそりと建つサファイア フレシネは、息をのむほど美しい自然と人間の調和を実現させていま
す。

サファイア フレシネには 20 室のラグジュアリーなスイート、専用のデイ スパ、レストラン、ゲス
ト用のラウンジとバーがあり、質の高いサービス、心身の健康の回復、地元の食材を使った美味
しい料理、古代から残る地形、種類豊富な野生生物観察を体験できます。

細部まで配慮された 20 種類を超える体験は、これまでゲストとその土地とのつながりを生み
出してきました。先住民のガイドと巡るコネクション トゥ カントリーというウォーキング ツア
ー、地元の養蜂家を訪ねて蜂の世界を観察するツアー、近海の養殖場での牡蠣の食べ比べツア
ーなどが揃っています。シューテン島シグネチャー エクスペリエンスは、タスマニア東海岸につ
いてより深く知ろうとするゲストのために用意されたツアーです。無人島、野生の低木林、人里
離れたビーチの世界を探索できます。

タスマニアン デビル エクスペリエンスでは、自然保護区でタスマニア デビルに出会い、絶滅危
惧種に指定されているこの動物を守るための活動に参加する貴重な機会をゲストに提供しま
す。

レストラン「パラット」では、サファイア フレシネの経験豊富なチームが、新鮮な地元の農産物の
本当の美味しさを引き出す、革新的な料理を提供しています。朝食から、グルメな料理やアラカ
ルトのディナーまで、すべての食事が宿泊料金に含まれています。

サファイア フレシネの聖域のようなスパと敷地内のジムで、心身を健やかな状態に回復させ、忙
しさに疲れた気持ちを癒し、心をリフレッシュさせることができます。

 所在地: オイスター ベイ ネーション カントリー

おすすめポイント
フレシネ国立公園近くの海岸沿いにある原生低木
林に完全に囲まれた、思わず外の世界を忘れそうに
なるほどの場所にあります。

旅のヒント
• ワイングラス ベイまで足を延ばし、半島を眺め

ながらハザーズ山脈との地峡部を歩いてみまし
ょう。

• ケープ ツアービル灯台で壮観な日の出を鑑賞
し、絶景を満喫してください。夏期には鯨の姿を
見ることもできます。

• シューテン アイランド シグネチャー エクスペリ
エンスでは、海洋野生生物を間近で見ることがで
きます。オーストラリア オットセイの群れの生息
地を訪ねたり、シロハラウミワシを見つけたり、イ
ルカの群れと並んでクルージングしたりすること
ができます。

• 早朝に徒歩でエイモス山に登ると、フレシネ国立
公園の最高の景色を見ることができます。
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サル サリス (Sal Salis)

「全長 260 km にも及ぶニンガルー リーフはオースト
ラリア最大の裾礁であり、250 種のサンゴと、520 種を
超える魚が生息しています。ジンベエザメ、オニイトマキエ
イ、ザトウクジラ、ジュゴン、ウミガメなどが見られることで
も有名です。透き通った海でのシュノーケリングでは、海
の生き物たちを驚くほど近くで見ることができます。サル 
サリスのメイン ロッジからは、遠くにザトウクジラの姿が
見えることもあります」 
Angie Raphael, Perth Now

 最寄りの国内線空港: エクスマウス  
 (ラーモンス空港) 
 ロッジまでの所要時間: 車で 1 時間半
 最寄りの国際線空港: パース 
 ロッジまでの所要時間: エクスマウスまで飛行機 
 で 2 時間 + 車で 1 時間半
 スイート: 荒野テント 15 張り、 
 ハネムーン テント 1 張り
 10 歳以上のお子様同伴で宿泊可能

サル サリス (Sal Salis)
Ningaloo Reef, Western Australia
連絡先: +61 (0)8 9949 1776 
または info@salsalis.com.au
luxurylodgesofaustralia.com.au/salsalis

 Sal Salis Ningaloo Reef
 salsalisningaloo

オーストラリアのアウトバックとサンゴ礁を同時に楽しめる場所...サル サリス ニンガルー リー
フ (Sal Salis Ningaloo Reef) は、テントが立ち並ぶエコリュクスなキャンプ施設です。ケープ 
レンジ国立公園内の、同じくユネスコ世界遺産に指定されたニンガルー リーフを一望する位置
にあります。

サル サリスでは、15 張りの広 と々した荒野テントと 1 張りのハネムーン テントが、サンゴ礁を
見渡す砂丘にさりげなく配置されています。ここは、西オーストラリアのコーラル コーストを探
索し、その最高に美しい姿を見せる自然とのつながりを再確認できる、本当の意味で特別な場
所です。

この場所の魅力は、沖合からわずか数メートルの位置にあるサンゴ礁、そこに生息する色とりど
りのサンゴと海洋生物にあります。ニンガルーは、世界最大の魚類であるジンベエザメに最適な
環境としても知られており、毎年、この穏やかな性格の巨大生物が海岸沿いを回遊する姿が見
られます。ザトウクジラと一緒に泳ぐ体験も人気があります。ケープ レンジ国立公園の海岸沿い
の砂丘と渓谷では、キャンプ場やその周辺でアカカンガルー、ワラルー、ハリモグラ、エミューな
どの陸生野生生物を見ることができます。

この手つかずの美しい荒野地帯にあるサル サリスでは、壊れやすい生態系を守るために細心の
注意を払っています。荒野テントには、環境に配慮したトイレと温水シャワーのあるバスルーム
のほか、最高に寝心地の良いベッドがあります。テントからはインド洋を眺めることもできます。

キャンプ場のゲストの交流スペースには、ラウンジ、バー、書斎エリアなどがあります。シェフの手
による食事は、共用のスペースで提供されます。

この場所でのラグジュアリーとは、荒野を体験し、自然や環境とのつながりを再確認できること
です。シュノーケリング、カヤックでの遠征、山脈での渓谷ウォーキングに同行できるように、熱
意あふれる知識豊富なガイドのチームが待機しています。

夜になったらビーチに寝転がり、天の川や南国の夜空に煌めく満天の星を見上げてみましょう。

 所在地: イニクティラ カントリー

おすすめポイント
テントから外に出て、ユネスコ世界遺産に指定され
たニンガルー コーストを散策してみましょう。

旅のヒント
• 目を凝らして見てください。ミドリイシやボミー (

サンゴの根) の周りでシュノーケリングをすると、
柔らかいサンゴに住みつくクマノミや、擬態して
いるタコ、色とりどりのウミウシが見られることが
あります。

• 水面に頭を出しているウミガメを見つけて、再び
海に潜る前にウミガメが息継ぎをする音に耳を
傾けてみましょう。

• サル サリスの一番の目玉はニンガルー リーフか
もしれませんが、陸上にも夢中になって見てしま
う絶景があります。中でもマンドゥ マンドゥ渓谷
では、美しい景色とともに、そこに生息するワキス
ジイワワラビー、アカカンガルー、ワラルー、ムシク
イ、チョウゲンボウ、キンカチョウなどの珍しい生
物を見ることができます。
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シルキー オークス ロッジ 
(Silky Oaks Lodge)

 最寄りの国内線および国際線空港: ケアンズ 
 ロッジまでの所要時間: 車で 1 時間
 ツリーハウス: 40 棟
 10 歳以上のお子様同伴で宿泊可能

シルキー オークス ロッジ (Silky Oaks Lodge)
The Daintree, Queensland
連絡先: +61 (0)2 9918 4355 
または reserve@baillielodges.com.au
luxurylodgesofaustralia.com.au/
silkyoakslodge

 silkyoakslodge
 silkyoakslodge

シルキー オークス ロッジ (Silky Oaks Lodge) は、緑豊かな熱帯雨林の林冠に囲まれた、穏
やかに流れるモスマン川を見渡す場所にあり、世界遺産に指定されたデインツリー国立公園に
隣接しています。

デインツリー熱帯雨林、モスマン渓谷、グレート バリア リーフ、ケープ トリビュレーションなど、
この地域の壮観な自然が見られるスポットへのアクセスに絶好のロケーションにあります。近隣
のポート ダグラスにあるスタイリッシュなレストランやショッピング エリアへも簡単に出掛ける
ことができます。

ゲストは、澄み切ったモスマン川を見渡し、緑豊かな熱帯雨林に囲まれて、プライベートなツリ
ーハウスのスイートでリラックスできます。スイートは 40 室あり、広 と々したバルコニーと午後
の風に揺れるハンモックのある、ラグジュアリーな隠れ家となっています。

開放的な「ツリーハウス レストラン」では、熱帯雨林の風景やそこから聞こえてくる音を取り入れ
た特別な空間で、現代的なオーストラリア スタイルの上質な料理をいただくことができます。

シルキー オークス ロッジの特色ある体験には、ヨガ、ガイドなしのウォーキング、モスマン川で
の水遊びやカヤックなどがあります。カスタムメイドの体験も幅広く用意されており、この地域の
先住民族であるクク ヤランジ族のガイドによる探索、ヘリコプター ツアー、グレート バリア リ
ーフでのシュノーケリングやダイビングなどを楽しめます。

人気の「ヒーリング ウォーターズ スパ」では、オーストラリア製の自然派スキンケア ブランド「ソ
ダシ」を使った幅広い施術を提供しています。このスパの施術は、「水には再生力と生命力を与
える力がある」という古代の先住民の信仰に着想を得ています。穏やかに流れるモスマン川の水
が持つ確かな癒し効果を実感できます。

 所在地: クク ヤランジ カントリー

おすすめポイント
世界遺産に登録された遺産がいくつも存在する、ア
マゾンよりも前に形成されたデインツリー熱帯雨林
で、その静けさと涼しさ、大自然のスピリットを感じ
てください。

旅のヒント
• フィグ ツリー ラピッズ トレイルでハイキングをし

て、熱帯雨林の光景と音に浸ってみましょう。淡
水の三日月湖に飛び込めば、母なる自然だけが持
つ爽快感を感じることができます。

• 近隣のポート ダグラスの町からアクセスして、ラ
グジュアリーな双胴船でのクルージングから、万
華鏡のように色鮮やかな魚やサンゴ礁に囲まれ
て楽しむシュノーケリングやダイビングまで、グ
レート バリア リーフでの数々の体験をお楽しみ
ください。

• ジャングルに突き出たテラスで涼しい外の空気を
感じながら、夜の一杯を楽しみましょう。おすすめ
は、ベイリーズ 9 ジンをブレンドしたライチ マテ
ィーニ、または地元産のマウント アンクル イリジ
ウム ラムを使ったジンジャー モヒートです。 「この環境には感情を揺さぶられずにいられませ

ん。このロッジは、74 種の哺乳類、その 2 倍の爬虫
類と両生類、330 種の鳥類が生息する、デインツリ
ー国立公園に隣接しています。ここは、程よい贅沢さ
と身体で感じる快適さを追求した、親しみやすいリ
ゾートです…」 
Susan Kurosawa, Wish Magazine
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サザン オーシャン ロッジ 
(Southern Ocean Lodge)

「サザン オーシャン ロッジの喪失については、多
くの悲しみの声が挙がっていますが、オーナーの 
James 氏と Hayley Baillie 氏はその再生に力
を注いでいます。『自然環境が育まれ、そこに彼らは
やってきたのですから。また戻ってくるはずです』と 
James 氏は述べています。私たちなら (そして彼ら
なら) きっと実現できるでしょう」 
Susan Kurosawa, The Australian

 最寄りの国内線空港: キングズコート 
 ロッジまでの所要時間: 車で 50 分
 最寄りの国際線空港: アデレード 
 ロッジまでの所要時間: 飛行機で 30 時間  
 + 車で 50 分
 スイート: 22 室
 10 歳以上のお子様同伴で宿泊可能

サザン オーシャン ロッジ (Southern Ocean Lodge)
Hanson Bay, Kangaroo Island, 
South Australia
連絡先: +61 (0)2 9918 4355  
または reserve@baillielodges.com.au
luxurylodgesofaustralia.com.au/southernoceanlodge

 southernoceanlodge
 southernoceanlodge
 BaillieLodges

カンガルー島のサザン オーシャン ロッジ (Southern Ocean Lodge) は、ベイリー ロッジ
ズ (Baillie Lodges) が提供する代表的なロッジです。残念なことに、この島の南側の海岸
は、2020 年に発生したオーストラリア森林火災で壊滅的な被害を受けました。現在、この受賞
歴のあるロッジの再建工事が行われており、2023 年に再オープンする予定です。

以前と同じ場所に建築される新しいサザン オーシャン ロッジでは、このロッジを特別な存在に
してきた多くの特徴を細部まで再現しています。これらの特徴には、地元の食材を使った上質な
食事とワイナリー直営レストラン限定のワイン、地元のアーティストによるアート作品、職人の手
で作られた家具、カンガルー島の海岸沿いの魅力的な景色などがあります。新しい敷地ではい
くつかの革新的な試みが行われる予定で、ベイリー ロッジの創設者であるジェームスとヘイリ
ーは、再建を絶好の機会と捉え、サザン オーシャン ロッジをより一層魅力的にする方法を模索
しています。

以前のサザン オーシャン ロッジと同様に、新しいロッジはカンガルー島の自然のままの美しい
景観に溶け込み、まるで崖の上に浮かんでいるかのように、細心の配慮のもとに設計されます。
敷地の中心ある「グレート ルーム」には、ゲスト用のラウンジ、バーとレストランがあります。ここ
では以前と同じく、大きな両開きのドアからロッジに足を踏み入れると、サザン オーシャンの驚
くほど美しい景色が目に飛び込んできます。強い絆で結ばれたチームによる温かい歓迎も以前
と変わらず、白い砂浜の向こうで波が音を立てる南極海の景色も以前と同じくそこにあります。

おすすめポイント
カンガルー島では、外の世界が溶けるかのようにゆ
っくりとした時間が流れます。野生の美しさと立ち
直ろうとするたくましさに魅了され、何度も訪れる
人もいます。

Follow our journey
• カンガルー島では、野生動植物の景観の再生が

進められています。オーストラリア低木地帯に古く
からあるユッカの木にとって、火災は新しい生命
を生むために必要な現象なのです。

• サザン オーシャン ロッジの敷地は、果敢なロッ
ジ管理者らの呼びかけにより集まった仲間や同
業者の助けもあって、きれいな姿を取り戻して
います。

• 地元の在来種から繁殖した約 2,500 本の苗木
と挿し木の苗床が手作業で移植されて根付き、
起伏のある崖の上に沿ってコースタル ヒースの
燃えにくい自然のカーペットができています。
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スパイサーズ ピーク ロッジ 
(Spicers Peak Lodge)

「ブリスベンから車でわずか 2 時間、または多くのゲストが
好むアクセス手段であるヘリコプターで約 30 分の場所に
あります。しかし、海抜 1,100 メートルの静けさと周囲の世
界遺産地域のおかげで、外界との隔絶感があり、はるかに遠
く離れているように感じられます」 
Fiona Harari, The Weekend Australian Magazine

 最寄りの国内線および国際線空港: ブリスベン 
 ロッジまでの所要時間: ブリスベンから車で  
 90 分、ゴールド コーストから車で 2 時間
 スイート: 10 室、プライベート ロッジ 2 棟
 すべての年齢のお子様同伴で宿泊可能 (ポリシ 
 ーをご覧ください)

スパイサーズ ピーク ロッジ (Spicers Peak Lodge)
Wilkinsons Road, Maryvale,  
Scenic Rim, Queensland
連絡先: +61 (0)7 4666 1083  
または peaklodge@spicersretreats.com
luxurylodgesofaustralia.com.au/spicerspeak

 SpicersPeakLodge
 spicerspeaklodge
 peaklodge

スパイサーズ ピーク ロッジ (Spicers Peak Lodge) は、海抜 1,100 メートルにある、オース
トラリアで最も標高の高い非高山マウンテン ロッジです。クイーンズランド州南東部にある世界
遺産のメイン レンジ国立公園、グレート ディヴァイディング山脈シーニック リムの息をのむよ
うな景色に囲まれています。

このロッジには、こうしたオーストラリアの大自然のひときわ美しい部分を体験できるさまざまな
アクティビティを用意しています。自然の中を散策するウォーキング ツアー、4WD 探検ツアー、
ヘリコプターでの遊覧飛行ツアー、星空観察、マウンテン バイク アドベンチャー、サンセット ピ
クニックなどを楽しめます。

石、ガラス、見事な木材を使った印象的なロッジ内とその周辺の施設には、インフィニティ プー
ル、温泉、テニス コート、ガイド付きのウォーキング / マウンテン バイク コース、農園、屋外キャ
ンプ ファイヤー、閑静なピクニック エリア、図書室と暖炉のあるゲスト ラウンジ、望遠鏡のある
展望デッキ、敷地内の温水プランジ プール付きデイ スパ、バーとレストランなどがあります。

数々の受賞歴がある敷地内の「ピーク レストラン」では、現代的なオーストラリア料理をスタイル
で提供し、季節の地元の食材に合わせてオーストラリア各地の高級食材を使い、「至極のオース
トラリア」を一皿に込めることにこだわりを持っています。こうした価値観と卓越した技巧の調和
により、ゲストや料理評論家に驚きと喜びを与える料理スタイルを生み出しています。

スパイサーズ ピーク ロッジは、10 室の豪華なスイートと 2 棟のプライベート ロッジを備え、ゆ
ったりとくつろげる宿泊施設と高級レストランが見事に融合したロッジとなっています。クイーン
ズランド州南東部のハイ カントリーで最も美しく起伏に富んだ自然保護区域の中で、極上のラ
グジュアリーなひとときを過ごすことができます。

 ギダバル カントリーについて

おすすめポイント
スパイサーズ ピーク ロッジは、世界遺産登録の国
立公園をバックにして 8,000 エーカーの敷地に建
つ、オーストラリアで最も標高の高い非高山ロッジ
であり、すべてが揃ったラグジュアリーな休暇を過ご
すのに最高の場所です。

旅のヒント
• 8,000 エーカーの敷地内には多くの景色の良い

ピクニック ポイントがあり、ピクニック バスケット
を手配できます。テーブルの設置を手配すること
も可能で、サイクリングや散歩を楽しんだ後、冷
えたシャンパンとともに美しい景色を楽しむこと
ができます。

• ヘリコプターでの遊覧飛行では、雄大なグレート 
ディヴァイディング山脈の上空を飛行して、私有
地であるミステイク山の頂上に着陸します。山頂
からは、誰一人として姿が見えないラックラー バ
レーの美しい景色を見下ろすことができます。

• キャンプ ファイヤーを囲む星座観察: 夜はキャン
プ ファイヤーを囲んでガイドから星座について
学べます。
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ザ ルイーズ (The Louise) 「世界有数のブドウ園地域であるザ ルイーズのワイ
ン、評価の高い敷地内レストラン『アペラシオン』での食
事。五感を刺激する体験で、喜びも倍増します。ゲスト
はスイートで過ごす以外にも、24 時間営業のシダー 
サウナ、ブドウの木とオリーブの木立を見下ろすインフ
ィニティ プール、そしてこの上ない食事体験など、多く
の魅力的な体験ができます」 
Hannah Lott-Schwartz, Travel + Leisure

 最寄りの国内線および国際線空港: アデレード 
 ロッジまでの所要時間: 車で 75 分
 スイート: 15 室
 10 歳以上のお子様同伴で宿泊可能

ザ ルイーズ バロッサ バレー  
(The Louise Barossa Valley)
375 Seppeltsfield Road, Marananga, South Australia
連絡先: +61 (0)2 9918 4355 
または reserve@baillielodges.com.au
luxurylodgesofaustralia.com.au/thelouise

 thelouisebarossavalley 
 appellationbarossavalley
 thelouisebarossa 
 appellationrestaurant

なだらかに起伏するブドウ畑とさまざまな小さな農場に囲まれたザ ルイーズ (The Louise) 
は、南オーストラリア州の世界的に有名なバロッサ バレーを満喫するのにぴったりの場所です。
スイートが 15 室あり、天井の高いラウンジ スペースがあるほか、暖炉、グルメが豊富なバー、
日陰のある中庭、大理石張りの専用バスルームを利用できます。また、それぞれにプライベート 
テラスがあり、周囲のブドウ園の景色を眺めることができます。

メインのロッジ ハブでは、食事したりくつろいだりして過ごせます。ブドウ園が連なる外の風景
を反映するような湾曲した壁が特徴的です。ラウンジ スペースには地元アーティストによる作品
が飾られており、この場所とそこに住む人々の雰囲気を表現しています。

ザ ルイーズでの滞在に欠かせないのが、「アパラシオン」での食事です。「アパラシオン」では、季
節の旬に合わせた料理を提供し、家庭菜園から収穫した食材のほか、地域の生産者や農家か
ら大部分の食材を調達しています。ウォークイン ワインセラーと豊富な受賞ワイン リストがあ
り、バロッサ、南オーストラリア、そして世界各地の選りすぐりのワインが揃っています。

バロッサは「バロッサ ワイン」という名で知られるほどワインが有名であり、テイスティング、ブレ
ンディングなどの数十ものワイン体験をカスタムメイドで楽しめます。その多くで、限定のプライ
ベート ワインメーカーの紹介がザ ルイーズのチームにより行われます。バロッサは、食事とワイ
ンだけではありません。バロッサ ファーマーズ マーケットで地元の生産者と会ったり、近くのア
ート ギャラリーを楽しんだり、熱気球で景色を眺めたり、カンガルーと一緒に日の出のピクニッ
クの朝食を楽しんだり、ブッシュ トラックを散歩またはサイクリングしたり、料理教室や香水作
り体験、ジン作り体験に参加したりできます。

ザ ルイーズは、世界の旅慣れた旅行者から美食旅の旅行先として長らく認知されている場所で
あり、バロッサを隅 ま々でぜいたくに堪能できます。

 所在地: ガーナ カントリー

おすすめポイント
ワインが有名なカントリーの中心部にあるザ ルイー
ズは、料理が美味しいラグジュアリーなリトリート施
設であり、日常から離れ、つながりを感じ、ゆっくりと
過ごすのにぴったりの場所です。

旅のヒント
• 毎週土曜日の朝は、この地域の食文化の中心地

であるバロッサ ファーマーズ マーケットが開か
れます。コーヒーを片手に地元の生産者や農家の
お店を見て回り、その日の軽食の買い出しをして
おきましょう。

• 1 月下旬から 4 月下旬までの収穫期であるヴィ
ンテージの時期に訪れると、ぶどうの摘み取りや
踏みつけ体験を楽しめます。

• 電動自転車で、果てしなく続くブドウ畑のそばを
走ったり、地元のワイナリー、カフェ、村を訪れた
り、さまざまな場所を散策してみましょう。

• バロッサ バレーの上空を熱気球で遊覧飛行す
れば、ブドウ畑と果樹園のモザイク模様、それを
囲むバロッサ山脈、奥のエデン バレーを見渡すこ
とができます。
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トゥルー ノース  
(True North)

 最寄りの国内線空港: キンバリー出発の場合、 
 ブルームまたはカナナラ (進行方向による) 
 ロッジまでの所要時間: ブルームの場合 10 分。 
 カナナラの場合 1 時間。(送迎サービス利用可)
 最寄りの国際線空港: パースまたはダーウィン 
 ロッジまでの所要時間: 飛行機で 2 時間 + 送迎
 キャビン: 18 室
 すべての年齢のお子様同伴で宿泊可能  
 (ポリシーをご覧ください)

トゥルー ノース (True North)
連絡先: +61 (0)8 9192 1829  
または experiences@truenorth.com.au
luxurylodgesofaustralia.com.au/truenorth

 truenorthaustralia
 truenorthaustralia
 MVTrueNorth

トゥルー ノース (True North) での冒険は、オーストラリアでも指折りのあこがれの観光体験だ
と長らく言われています。すべての旅程はアクティビティ ベースで、オーストラリアで最も離れた
海岸沿いのスポットを実際に体験したい旅慣れた旅行者向けに組まれています。

長期間の海上滞在中は特に外界から遮断され、散歩、釣り、シュノーケリング、ダイビング、ピクニ
ック、自然史イベント、文化イベントなどのアクティビティを楽しめます。トゥルー ノースはオース
トラリアの登録船であり、オーストラリアの航海中にオーストラリアの水域を離れる必要はあり
ません。そのため、トゥルー ノースの船上では毎日アクティビティを楽しめます。

行き先には、険しい山々や壮観な峡谷、雄大な滝のパノラマが広がる「キンバリー」、手付かずの
浅瀬「ロウリー ショールズ」、手つかずの自然が多く残る西オーストラリア州の南西海岸 (ブレマ
ー キャニオンやマーガレット リバー ワイン地域)、興味深い島「アブロロス諸島」、世界的に有
名な「ニンガルー リーフ」、「モンテベロ諸島」、美しいシドニーとその周辺などがあり、南オースト
ラリア州のエア半島周辺ではシーフード サファリを楽しめます。

トゥルー ノースは、他の船では行けない場所にも行けるように設計されています。複数のアドベ
ンチャー ボートでさらに深くまで探検でき、大自然を間近体感できます。ほとんどのクルーズ オ
プションでは船上ヘリコプターを利用でき、まったく違った方法で探検できます。

ゲスト数は 36 名に制限されており、22 名のオーストラリア人乗組員が各体験に付き添いま
す。広 と々した船室には、モダンな装飾が施され、専用バスルームが付いています。

トゥルー ノースから降りたゲストが口をそろえて「今までで最高の休暇を過ごせました」と言う
理由を体感してください。

 所在地: ヤウル カントリー (ブルーム) 

おすすめポイント
トゥルー ノースは人里離れた場所を航海すること
を念頭に作られており、快適さを最大限に追求しつ
つ隠れた美しい沿岸の自然を発見できるように設計
されています。

旅のヒント
• トゥルー ノースの特に良い点が、冒険プランを自

分で選べることです。行くたびに異なった体験が
できます。

• ローリー ショールズは、オーストラリア有数の
秘境スポットであり、3 つの棚状環礁で構成さ
れ、300 平方キロメートルを超える手付かずのサ
ンゴの生息地があります。

• ガイド付きウォークまたは専用ヘリコプターで、
めったに見ることのできない「ワンジナ」と「グウィ
オングウィオンの岩絵」の両方を特別に見ること
ができます。

• 西オーストラリア州のはるか北にある絵のように
美しい滝「イーグル フォールズ」にヘリコプターで
向かい、ピクニックを楽しめます。ここはヘリコプタ
ーでしか行けない場所となっています。

• 爽快なアドベンチャー ボートに乗って、「ホリゾン
タル フォールズ」の迫力を体感できます。

「15 分後、屋上のヘリポートに戻ると、驚愕の
光景が広がっていました。『クルーズじゃないと言
った通りだろう』と、Howson (トゥルー ノース
のオーナー) が圧倒されている私の顔を見て言
いました。『本当の意味での冒険なんだ』、と」 
Natasha Dragun, The Australian 
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最高のオーストラリア体験のために…

Australian Wildlife Journeys では、オーストラリアで
独立して所有、運営している野生動物ツアー業者が、オー
ストラリアの壮観な自然環境との唯一無二のつながりを
提供しています。バード ウォッチング、ホエール ウォッチン
グ、カンガルーやコアラの観察、シュノーケリングなど、象
徴的で野生生物との出会いに没入できます。

Great Golf Courses of Australia は、オーストラ
リアの世界トップ 100 のコース リストを含む、オー
ストラリアを代表するゴルフ コース (Barnbougle 
Dunes、Barnbougle Lost Farm、Cape Wickham 
Links、Kingston Heath、New South Wales、The 
National and Royal Melbourne (東および西) など) 
を紹介しています。

Great Walks of Australia は、魅力的な世界有数の壮
観な地形を歩く、オーストラリアならではのウォーキング
体験を提供しています。これらのウォーキング ツアーは、
環境への見識が深いプロのガイドが先導する和気あいあ
いとした少人数グループ ツアーであり、オーストラリアの
多様な風景の中を徒歩で探索して自然とのつながりを深
め直すことができます。

Cultural Attractions of Australia は、象徴的なオース
トラリアの芸術および文化スポットの業界団体であり、オ
ーストラリアの選りすぐりの文化体験を世界に紹介するた
めに結成されています。各スポットは、事前予約可能なプ
レミアムな体験に厳選されており、優れたアクセスと集客
を保証しています。

Discover Aboriginal Experiences では、アボリジニ
の人々がガイドする刺激的で変革的な体験を集めてい
ます。これらの体験では、アボリジニの人々が自身のカン
トリーのことを共有し、ストーリーを通じてカントリーの
景色を生き生きとした姿で紹介します。四輪バイク、カヤ
ック、ハイキング、釣り、カニ狩り、観光、アート、食事など、
さまざまな体験が用意されています。

Great Fishing Adventures は、世界クラスの釣りスポ
ットとしてオーストラリアの知名度を高めるために結成さ
れた、オーストラリアの主要釣り業者の団体です。Great 
Fishing Adventures of Australia では、各釣り業者
の概要を説明するだけでなく、海水や淡水での釣りから
深海釣りやフライ フィッシングのツアーまで、さまざまな
カテゴリのヒントを紹介するなど、オーストラリアの選り
すぐりの釣り体験にスポットライトを当てています。

Ultimate Winery Experiences Australia では、オース
トラリアで特に有名なワイン産地の受賞歴のあるプレミア
ム ワイナリーが集まっています。これらのワイナリーは、ワ
インを試飲して購入するだけの場所ではなく、セラー ドア
体験、食事、プライベート ツアー体験などの多様な独自の
体験を提供しています。

私たち以外のいくつかの団体についてもご紹介します。興味やフィーリングに合った最
高のオーストラリア体験を見つけ、オーストラリアをどっぷりと満喫できる旅程作りに
お役立てください。各団体がそれぞれの分野で提供する最高の体験を組み込むこと
で、Luxury Lodges of Australia のロッジを拠点とする旅行をさらに充実したもの
にすることができます。

ウェブサイト: signatureexperiences.australia.com/en
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エクスマウス ✈

カンガルー島 ✈

パース / ブールー ✈

✈ アデレード / タンダヤ

メルボルン 
/ ナーム ✈

シドニー / 
ワラン ✈

ダーウィン / ゴラム
メールジェン ✈

ブリスベン / 
ミアンジン ✈

✈ ケアンズ / ギムイ

✈ アリス スプリングス

キャンベラ ✈

ホバート / ニパルナ

✈ ウルル (エアーズ ロック)

オーストラリア
首都特別地域

ビクトリア州

南オースト
ラリア州

西オーストラリア州

ノーザン テリトリー

ニュー サウス 
ウェールズ州

クイーンズランド州

タスマニア

ブルーム / ルビビ ✈

カナナラ ✈

ロード ハウ島 ✈

✈ ハミルトン島
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14
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9

1

オーストラリアの大きさ

1 アルカバ (Arkaba)
2 バムル プレインズ 

(Bamurru Plains)
3 カペラ ロッジ (Capella Lodge)
4 ケープ ロッジ (Cape Lodge)
5 エル クエストロ ホームステッ

ド (El Questro Homestead)
6 エミレーツ ワン & オンリー ウ

ォルガン バレー (Emirates 
One&Only Wolgan Valley)

7 レイク ハウス (Lake House)

8 リザード島 (Lizard Island)
9 ロンギチュード 131° 

(Longitude 131°)
10 マウント マリガン ロッジ 

(Mt Mulligan Lodge)
11 プリティ ビーチ ハウス 

(Pretty Beach House)
12 クオリア (qualia)
13 サファイア フレシネ 

(Saffi  re Freycinet)
14 サル サリス (Sal Salis)

15 シルキー オークス ロッ
ジ (Silky Oaks Lodge)

16 サザン オーシャン ロッジ 
(Southern Ocean Lodge)
(現在、改装のため休業中)

17 スパイサーズ ピーク ロッジ 
(Spicers Peak Lodge)

18 ザ ルイーズ (The Louise)
19 トゥルー ノース (True North)

中国 インド 東南アジア 米国英国 / ヨーロッパ

旅の計画
オーストラリアは居心地の良い、アクセ
スしやすいところです。一方で、非常に広
大な土地に心躍る多様な滞在先が点在
しているため、旅行の移動計画は場合に
よっては非常に骨の折れる作業になりま
す。Luxury Lodges of Australia のウ
ェブサイトには、オーストラリアの最奥地
や特別な場所への旅行を計画するための
優れたツールをいくつも用意しています。

体験の数は合わせて 250 を超え、1,600 を超
えるメーカー、ガイド、アーティスト、職人、地元
の人 と々提携しています。体験を通じて、その地
域の深い魅力をじっくりと味わうことができ、現
地との真のつながりを感じることができます。こう
した体験やその他の旅行のアイデアや好みを、
行き先、体験、ロッジ別に表示できます。時期や
季節ごとに体験を整理するのに役立つ「What 
To Do When」(季節別アクティビティ) というフ
ィルターもあります。

休暇の貴重な時間を可能な限りスムーズにお
過ごしいただけるよう、おすすめの旅程も掲載さ
れています。おすすめの旅程では、移動時間を最
小限に抑え、素晴らしい滞在地でなるべく多く
の時間を過ごせるようにプランが組まれていま
す。オーストラリアのラグジュアリー ロッジへの
行き方や行き方のヒントを含む簡潔な情報は、
旅行を計画する際の貴重なガイドとしてご活用
いただけます。ロッジの多くにはヘリポートがあ
り、プライベート ジェットやチャーター機でもア
クセスしやすいように、着陸帯からも近い距離に
あります。直接予約いただく場合も、ご希望の旅
行代理店を介して予約いただく場合も、まずは 
luxurylodgesofaustralia.com.au にアクセス
していただければと思います。

写真提供: オーストラリア政府観光局 

1 つ確かに言えること。1 つの旅
行先として一括りにできないほ
ど、オーストラリアは多様で広大。
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luxurylodgesofaustralia.com.au
 LuxuryLodgesOfAustralia
 luxurylodgesofaustralia
YOUTUBE LuxuryLodgesOfAust
Vimeo luxurylodgesofaustralia
#luxurylodgesofaustralia

本コレクションには、オーストラリアのその地だけでしかできない
忘れられない体験を提供する、独立運営のラグジュアリー ロッジ

と高級キャンプ地が掲載されています


