
最高級のロッジが総力を結集して 
オーストラリア最高の自然を楽しむリゾートをご案内し、 

すてきな旅の思い出をお届けします 

www.luxurylodgesofaustralia.com.au

オーストラリアほど
大自然のさまざまな
恵みを味わう旅が
できる国はありません。
オーストラリアではこの数年、新しいタイプの最高級リゾートが次 と々誕生し、旅のあり方
が今までとすっかり様変わりしてきています。
2010年には最高級リゾートの中でも選りすぐりの17軒が集まってラグジュアリー・ロッ
ジ・オブ・オーストラリアを結成し、オーストラリアならではの上品で、おおらかで、気取りの
ないラグジュアリーを様々な形でお届けすることにしました。
加盟ロッジに課せられた共通の課題とは、そのロッジでしかできない体験、その場所でし
か味わえない本物の感覚をお客様に提供すること。つまり、お客様が訪れた地域との絆を
一層深めることのできるような旅を提供することです。
ロッジはいずれも絶品の料理とワイン、レベルの高いきめ細かなサービス、超高級アメニ
ティなど、高級志向の旅行者が求めるラグジュアリーの基準を満たしていますが、そうし
た基準を解釈して地域らしさにつなげる方法は、各ロッジによって異なります。
共通性より個性を重視することで、オーストラリアらしいラグジュアリーの多様なあり方を
生かすことができるからです。
荒野に抱かれた豪華ロッジ、ブドウ畑の中に佇む料理が自慢の保養施設、砂漠や海岸砂
丘のブッシュの中にしつらえられたテントロッジ、ひっそりしたスパとカントリーサイドの
風光明媚な景観が楽しめる保養施設。さらには海とサンゴ礁と島々がおりなす絶景、いか
にもオーストラリア的らしい起伏に富んだブッシュ、幾重にも重なる山並み、アウトバック
の果てしない地平線が眺められるロッジ。その魅力は実に多種多様です。
オーストラリアの豪華リゾートの魅力は、なによりも都会の喧騒から遠く離れていること、
立地がすばらしいこと、一度に泊まれる宿泊客の数が限られていること。この国の自然が
見せる表情の豊かさと果てしない広さを感じることは、他の土地では味わえない贅沢で
す。
オーストラリアのラグジュアリー・ロッジに泊まられる方は、この国の土地のあり方と人々
の暮らしを、そしてそこに流れるゆったりした時間感覚を自分なりに感じ取り、一生の思
い出として胸に焼きつけるのです。

ロッジ名 

新時代を担う
オーストラリアの
体験型豪華リゾート
オーストラリアの旅のあり方は、この数年です
っかり様変わりしました。かつてなく豪華なロ
ッジやキャンプ施設が次 と々誕生し、さらにそ
こでの過ごし方もこれまでにないものが提案
されるようになってきています。
そんな新しいタイプの豪華リゾートが総力を
結集して、オーストラリアならではの上品で、お
おらかで、気取りのないラグジュアリーを様々
な形でお届けします。 

2 アルカバ・ステーション
3 バムル・プレーンズ
4 カペラ・ロッジ
5 ケープ・ロッジ
6 レイク・ハウス
7 リザード・アイランド 
8 ロンギチュード131°
9 クオリア
10 サファイア
11 サル・サリス・ニンガルー・リーフ
12 サザン・オーシャン・ロッジ
13 スパイサーズ・クローバリー・エステート
14 スパイサーズ・ピーク・ロッジ
15 ザ・ルイーズ
16 トゥルー・ノース
17 ウォルガン・バレー・リゾート＆スパ
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エクスマス ✈

カンガルー島  ✈

パース ✈

✈ アデレード

メルボルン ✈

シドニー ✈

ダーウィン ✈

ブリスベン ✈

✈ ケアンズ

✈ アリス・スプリングス

キャンベラ ✈

ホバート ✈

✈ エアーズロック（ウルル）

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 

タスマニア州 

ブルーム ✈

カナナラ ✈

ロード・ハウ島  ✈

✈ ハミルトン島
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2つの国立公園にはさまれた絶好の場所に立地し、そびえ立つ絶壁に囲まれたウォルガン・バレー・リゾート＆スパ
は、自社保有の保護地と野生動物保護区の中に静かに佇んでいます。4,000エーカーの敷地のうちリゾートが占め
ているのはわずか2%、スイートは40室に限定され、どの部屋にも屋内と屋外の両方にスイミングプールが設置され
ています。本館ではすばらしい食事ができ、豪華設備と別棟の「タイムレス・スパ」があります。
リゾートは世界遺産グレーター・ブルー・マウンテンズに隣接しており、シドニーからは車で3時間弱です。
オーストラリアのエコ・ツアーに新時代を切り開いたこのリゾートは、二酸化炭素の排出量を生産量と同程度に抑
え、周囲の自然とそこに元から暮らしていた動物たちを保護しながらも、豪華リゾートに求められる最高度の基準と
サービスの質を満たしています。
ウォルガン・バレーの静けさには隠れ家的な雰囲気があり、訪れる人は心からくつろぎながら、その並びない豪華さ
を楽しむことができます。このリゾートに滞在すると、オーストラリアのブッシュのすばらしさがよくわかります。固有
の野生動物、美しい自然景観、保護地、昔の人々の生活の跡などが、オーストラリアらしいブッシュの中に息づいて
います。 

• 1日当たり料金には本格的な朝食、ランチ、ディナー、軽食付き特選ワイ
ンとビール、ノンアルコール飲料、自然を楽しむアクティビティお1人様2
種類が含まれています。 

• シドニーからアクセス可能 － 宿泊される方は専用車かヘリコプターに
よる送迎の手配が可能。 

• 家族連れ対応可－ご同伴のお子様は8歳以上を推奨。 
• 1ベッドルーム・ヘリテージ・スイート36室、2ベッドルーム・ウォレマイ・
スイート3室、3ベッドルーム・ウォルガン・スイート1室。 

• 別棟のタイムレス・スパには２名用トリートメント・ルームが6室ありま
す。 

• 料金に含まれているアクティビティには、4WDで行く野生動物観察ツア
ー、乗馬ツアー、マウンテンバイク・ツアー、ガイド付きブッシュウォーキ
ング、ヘリテージ・ツアーなどがあります。 

Wolgan Valley Resort & Spa
Blue Mountains
New South Wales

ご予約: +61 (0)2 9290 9733
reservations@wolganvalley.com

何と言えばいいだろう。
美しくて、しかも聡明とでも言おう
か。世界初の二酸化炭素排出ゼロ
のリゾートで、しかも環境に対して
あらゆる取り組みをしながら、他の
点は何も犠牲にしていない。しかも
スタッフを話せばわかるように、彼
らは義務を単なる義務と考えずに、
一致協力してこの陸の中の孤島を
守るために全力を傾けている。
Cate Blanchettと 
Andrew Upton 
ミスター・アンド・ミセスに寄せられ
たレビューより抜粋 

ウォルガン・バレー・ 
リゾート＆スパ

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/wolganvalley

リゾート名 
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オーストラリアならではの
旅やアクティビティを
ご計画ください。
オーストラリアは治安もよく、旅行しやすい国です。国土がきわめて
広く、実に様々な観光地があって、その多くが遠隔地にあるのも特
徴です。そのため経験豊富な旅のプロにも旅行の計画が立てにく
い場合があります。
ラグジュアリー・ロッジ・オブ・オーストラリアは広報とマーケティン
グ活動を行う会員制の協会で、高級志向のお客様に新しいオース
トラリアの過ごし方を提案しています。
この度、旅行業界の方、旅行を計画される方、メディア関係者の方
向けのツールを一式作成いたしました。
このツールは当協会のウェブサイト
www.luxurylodgesofaustralia.com.auから閲覧、ダウンロード
が可能です。ウェブサイトにはロッジや周辺の観光地、可能なアク
ティビティなどに関する詳細で質の高い情報が集められています。
ツールと情報はオーストラリアの高級旅行商品の開発と販売に携
わる方ならどなたにもご利用いただけます。オーストラリアの高級
旅行商品の拡販に、ぜひご利用ください。
最新の情報は、必ず以下URLでご確認ください。
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/trade-media

www.luxurylodgesofaustralia.com.au/trade-media

 電子版パンフレット 
7カ国語のPDFファイルをダウンロード
可能です。

 ナレーション付き動画 
7カ国語でご覧いただけます。ロッジの雰
囲気を把握したり、人に伝えるのにぴっ
たりです。

 高解像度画像ダウンロード・ライブラリー
加盟ロッジ全軒の高解像度写真を1ヵ所
に集めて、ダウンロードできるようにしてあ
ります（登録不要）。 

 各ホテルのファクトシート 
ウェブサイトからダウンロード可能です。 

 ロッジ間の移動 
ロッジ間を移動する際の移動経路と 
時間をドア・ツー・ドアで掲載した旅程計
画ツールです。 
 ファミリー向けロッジ 
全ロッジのお子様の宿泊に関する規約を
掲載してあります。ご家族での旅行をお考
えの方はご覧ください。 

1



数億年前の地殻変動によって形作られた太古の山々が連なるフリンダース山脈は、オーストラリア有数の雄大な景
観を誇ります。  敷地面積60,000エーカーのアルカバは、典型的なアウトバックの牧羊場。魅惑的な鳥や野生動物
の宝庫でもあります。
アルカバ・ホームステッドは1850年代から牧羊場の古い建物や施設を大切に守り、素朴な上品さと完全な独自性
を兼ね備えたその魅力を今に伝えてきました。ロッジの客室は5室に限定され、周囲の野性的で荒 し々い景色の中
にあって、くつろぎを提供するオアシスのような存在。古典的なオーストラリアの田舎らしいおもてなしを心ゆくまで
楽しむことができます。
フリンダース山脈は、雄大な山並みと広大なアウトバックの景観が楽しめることにかけて、オーストラリアでも右に出
るものがありません。このはるか古代に形成された大地を眺めると、神秘的な感覚で心が満たされ、畏敬の念さえ
湧いてきます。周辺ではブッシュウォーキング、サファリ・ドライブ、野生動物探索、歴史探訪などのアクティビティが
楽しめます。 

• 料金には古い農家の建物での宿泊、3食、飲料、毎日のアクティビティが
含まれています。 

• 毎日朝と午後に1回ずつ、知識豊富なフィールドガイドの同伴で、その日
のアクティビティが催されます。 

• 食事はロッジ・マネージャーまたはフィールドガイドが同伴し、宿泊客全
員でご一緒にお召し上がりいただきます。 

• 客室5室にはいずれも付設バスルーム、エアコン、オープンテラスが設置
されています。 

• アデレードから車で4時間半、ワインの産地クレア・バレーから3時間、
ポート・オーガスタからは1時間半です。 

• 最低2泊ご滞在いただきます。 
• 遊覧飛行、熱気球によるフライトなどのオプション・ツアーが手配可能
です。 

• 8歳未満のお子様にはおすすめできません。 

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/arkaba

Arkaba Station
Flinders Ranges
South Australia

ご予約: +61 (0)2 9571 6399
info@wildbushluxury.com

もしもオーストラリアの農場の暮ら
しのロマンチックな部分をすべて凝
縮したようなリゾートがあるとした
ら、それは比類ない美しさを誇るア
ルカバをおいて他にはない。
Christine McCabe 
ザ・オーストラリアン紙 

アルカバ・ステーション
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カカドゥ国立公園の近くにあって、野鳥や野生動物が豊富に見られるブッシュの中のホテル。その魅力は「手つかず
のブッシュの中でくつろぐ贅沢」。人里を遠く離れた荒野の中で、スタイリッシュな滞在を楽しむことができます。
9室あるサファリ・バンガローはいずれもサファリの風景や音との一体感が味わえる造り。コンセプトはシンプルで、
必要最低限な部分に力を注いで快適に保つこと。快適この上ないベッドや、  最上質の料理とワインがその一例で
す。ロッジ内にはスイミングプールや屋外の食事用デッキ、屋内の食事スペース、バーなどの施設もあり、小規模で知
った人ばかりで運営しているキャンプなので、どこにいてもガイドと支配人がさりげなく見守ってくれています。
ロッジでのアクティビティを生き生きしたものにしてくれるのは、周辺地域に関する知識とガイドたちの情熱です。宿
泊費には氾濫原で楽しむボートやガイド同伴のウォーキング・ツアー、サファリ・ドライブが含まれていて、ロッジ周
辺に生息するワラビーやワラルー、ディンゴ、ワニ、イノシシ、水牛などを観察することができます。

• 料金は宿泊、1日3食、特選オープンバーの飲料、毎日のアクティビティが
込み。アクティビティは氾濫原で楽しむエアボート、4WDによるサファリ・
ドライブ、ガイド同伴のウォーキング・ツアー、野生動物探索ツアー、リバ
ークルーズ（季節限定）など。

• 天井扇風機つきサファリ・バンガロー9室、バスルーム付設。
• 知識豊富なフィールドガイドの同伴で、少人数のアクティビティが催さ
れます。 

• 食事はロッジ・マネージャーまたはフィールドガイドが同伴し、宿泊客全
員でご一緒にお召し上がりいただきます。

• ダーウィンから軽飛行機で25分、車でなら3時間。
• 最低2泊ご滞在いただきます。
• 毎年12月1日から1月31日までは閉鎖となります。
• アーネムランド、カカドゥ国立公園、釣り、遊覧飛行などのオプション・ツ
アーの手配が可能です。

• 8歳未満のお子様にはおすすめできません。 

Bamurru Plains
Top End
Northern Territory

ご予約: +61 (0)2 9571 6399
info@wildbushluxury.com

人里離れた荒野の中に佇むバムル
は、アフリカン・スタイルのブッシュ・
ラグジュアリーが味わえる美しい造
作のロッジ。建物は湿地の上に高床
式で建てられていて、都会のセンス
とクロコダイル・ダンディーの野性
味をあわせ持つスタッフがおり、素
朴さを残しながらも最新性を感じさ
せる仕上がりとなっている。
タトラー誌 

バムル・プレーンズ

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/bamurru
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ロード・ハウ島は時の流れの中に取り残された「宝島」。切り立った火山、珍しい植物や野鳥が生息する緑の森、色と
りどりの海洋生物があふれる青く澄みきった礁湖など、手つかずの自然の魅力が満載です。 
究極の豪華さが評判のカペラ・ロッジはラバーズ・ベイというロマンチックな名前の入江の岸辺に佇んでいて、建物
は大海原とサンゴ礁、山々の絶景となじむようにうまくデザインされています。また一帯に広がる亜熱帯の自然には、
くつろぎの感覚と洗練された雰囲気が¬満ちあふれています。
アイランド・スタイルのスイートには広 と々したキングサイズのベッドやさりげないシックさが魅力の家具類が置か
れ、広いデッキも設置されていて、これほど気がねのないぜいたくはありません。 
ロッジの外には島内や世界最南端のサンゴ礁を探索するという楽しみもあります。そんな環境面の豪華さに加えて、
島の暮らしに触発された創作料理や親しみがこもっていて心に残るサービスが、ロード・ハウ島でしかできない最上
の旅を約束してくれます。
カペラ・ロッジはワールドクラスの厳しい基準を定めて、ロード・ハウ島の比類ない魅力を守っています。 

• 世界遺産に登録された亜熱帯の島、シドニーからもブリスベンからも飛
行機で2時間弱。

• 島に滞在できる人の数は制限されていて、上陸を許されるのは一度に
400人まで。

• ロード・ハウ島は世界最南端のサンゴの生息地。ラグーンの青く温かい
水にはたくさんの海洋生物が生息していて、夏でも台風やクラゲの心配
はありません。

• 雨林の中のウォーキングを楽しむ、白砂のビーチでくつろぐ、シュノーケ
リングやダイビング、グラスボートのツアーに参加して水中世界をのぞ
く、1日かけて深海釣りに出かける、魚に餌づけをする、ゴルフやテニスを
する、などのアクティビティが可能。大人用のマウンテンバイクとラグー
ンで使うカヤックの貸し出しは無料。

• 現代的なアイランド・スタイルのスイート9室はロード・ハウ島の手つか
ずの自然との調和を考えた造りになっていて、ぜいたくで静かなひとと
きが過ごせます。

• ロッジのレストランではとれたてシーフードや地元産の新鮮野菜がたっ
ぷり味わえます。 

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/capellalodge

Capella Lodge
Lord Howe Island
New South Wales

ご予約: +61 (0)2 9918 4355
reserve@baillielodges.com.au

ロード・ハウ島は、まるでエデンの園
のような汚れのない場所だ。なぜそ
う言えるのかという理由の一つに、
島に一度に滞在できる観光客の数
が400人に限定されているというこ
とがある。
ケープ・ロッジという限りなく豪華
で、しかものどかなロッジに泊まれ
るのは、何とその中の20人の幸運
な人たちだけなのだ。 
Marion Hume、タイム誌 

カペラ・ロッジ
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40エーカーもの整然とした公園や庭園の中のブドウ園にある、ロマンチックで落ち着いた保養施設。風光明媚なマ
ーガレット・リバーのワイン産地にあって、都会の喧騒を離れて親しい人と静かにくつろぎたい人にぴったりです。 
ケープ・ロッジの魅力は、新世代の味覚としてオーストラリア最上級と評されるレストラン。「世界のレストラン」に常
にランクインしていて、14,000本ものワインをセラーに貯蔵しており、地元産の食材を使った日替わりメニューが楽
しめます。 
ロッジはブドウの栽培地として有名なマーガレット・リバーの中心に位置し、手つかずのビーチや海沿いのウォーキ
ング・コースまではわずか160キロ。自分が田舎に持っている別荘に泊まりに行くような感覚があるので、スタイリッ
シュで洗練された保養施設を求めるお客様に人気があります。 
22室ある静かでロマンチックな客室とスイートは敷地内に拡散するように配置されていて、カップルにぴったり。自
社所有のブドウ園は7エーカーの広さがあり、最高級のソービニョン・ブランやシラーズを栽培して、宿泊されるお客
様だけにふるまっています。 

• コンデナスト・トラベラー誌の2011～2012年ゴールド・リストに掲載。 
• 静かさがうりもののブティック・ホテル、客室、スイート計22室。 
• 敷地面積3エーカーの5ベッドルーム・プライベート・レジデンスも利用
可能。 

• 受賞歴のあるレストランは地元産の新鮮食材を使った日替わりメニュ
ーが自慢。 

• マーガレット・リバーの最高級ブドウ園の中心に立地。 
• 手つかずのビーチや海沿いのウォーキング・コースまでわずか160キ
ロ。 

• ワインとグルメのエコ・ツアーも手配可能。 
• ワイナリー・レストラン、アート・ギャラリー、カリーの森、ライムストーン・
ケーブス 

• ゴルフ、乗馬、サーフィンの講習、ホエールウォッチング、アブセイリング 

Cape Lodge
Caves Road, Margaret River
Western Australia

ご予約: +61 (0)8 9755 6311
stay@capelodge.com.au

今まで食べた中でも余裕で最高の
部類に入る料理。マーガレット・リバ
ーに行くならぜひ泊まりたい。
The Robb Report

ケープ・ロッジ

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/capelodge
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オーストラリア最大級の人気を誇るレイク・ハウスは、デイルスフォード湖のほとりにあります。ホテルは小規模なが
ら豪華で、レストランとワインセラーがすばらしいことで有名。世界中の食通たちがここを目指してやってきます。広
さ6エーカーのカントリー・ガーデンが湖畔にむかって広がっていて、気軽にウォンバット州有林やその先まで行くこ
とができます。
一品料理や小皿料理のメニューは周辺でどんな食材が手に入るかによって変わり、果樹園やハーブ・ガーデンに行
くと20名ものシェフたちがその日の料理に使う食用の可憐な花やその他の食材を摘んでいる姿がよく見かけられ
ます。ワインセラーには何と800種類以上、10,000万本を超えるワインが常備されていて、オーストラリアで最も興
味をそそられ、最も先進的なワインリストという評価を受けています。明るい色の木材とティファニー・ブルーの斑点
でデザインされたセイラス・スパは、滝から流れ出る小川のほとりにあって、この究極のリゾートの美しさが凝縮され
たような場所です。

• レイク・ハウスのレストランはオーストラリアで最も数多くの賞を受賞し
ているレストランのひとつで、「The Age Good Food Guide」でシェ
フ・ハット2個を獲得し、国内最高のレストランに輝いています。

• セイラス・スパでは周辺の有名な鉱泉の水を使用しています。ご到着前
の事前予約をおすすめします。 

• 一帯の景色は、季節ごとにまったく違う美しさを見せてくれます。食事を
楽しみにこられる方は、ぜひ秋に来られることをおすすめします。また冬
は何かロマンチックなことをしてみたい方に、夏は水辺のテラスでのん
びりとランチを楽しみ、湖でゆっくり泳ぎたい方に、春は庭やアウトドア
の遊びが好きな方にぴったりです。

• レイク・ハウスまではメルボルンから車でおよそ80分です。 
• グルメの街メルボルンに来られたついでに、ぜひお立ち寄りください。
• 3日の旅程だと、周辺地域のほんの表面を軽く見られる程度の時間しか
ありません。一帯にはワインセラーや農場、マーケット、ギャラリー、オー
プンスタジオ、ネイチャーウォーク、ゴルフ、乗馬など、見どころやアクティ
ビティが満載です。

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/lakehouse

Lake House
4 King Street, Daylesford
Victoria

ご予約: +61 (0)3 5348 3329
reservations@lakehouse.com.au

ウォルフ・タスカーは、高級料理をつ
くるには最高品質の食材が必要で、 
味のエッセンスをとらえる力と優れ
た技術を組み合わせればすばらし
い料理を生みだすことができるとい
うことを、しっかりと理解していた。
ザ・ウィークエンド・オーストラリア
ン誌 オーストラリア最高のレスト
ラン50軒

レイク・ハウス
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リザード島はオーストラリアで最も北にある島のビーチ・リゾート。外界とまったく隔絶された夢のような場所で、グ
レート・バリア・リーフの中、ケアンズの240キロ北にあります。島内には24カ所もの純白のパウダービーチ、1,000
ヘクタールにおよぶ国立公園、アズール・スパがあり、どちらを向いても紺碧の大海原が広がっています。 
島内では多種多様なサンゴ礁や海の遊びが楽しめます。有名なコッド・ホールなど、すばらしいダイビングスポット
は数知れず、ビーチからそのままシュノーケリングに出かけて、サンゴの庭や色とりどりの熱帯魚の群れを眺めること
もできるのです。
島内にはプライベート・ヴィラ、スイート、さらにパヴィリオンまで、美しい宿泊施設が勢ぞろい。リーフや海のアクティ
ビティに加えて、静かなプライベート・ビーチの散策や開放感あふれるメイン・ロッジ・エリアでの楽しい食事、至福の
スパ・トリートメントなど、楽しみも盛りだくさんです。

• グレート・バリア・リーフ上に立地。 
• 世界のリゾート、トップ10にランクイン。 
• 純白のパウダービーチが24カ所。 
• 世界的に有名なダイビングスポット。 
• 料金は食事、アクティビティ等すべて込み。 
• グレート・バリア・リーフならではの楽しいアクティビティが満載。 

Lizard Island
Great Barrier Reef
Queensland

ご予約: +61 (0)3 9426 7540
travel@dncinc.com

正直に言って、本当に死んで天国に
きたんじゃないかと見間違えるよう
な島でした。 景色もビーチも部屋
も食事も、それに暑さも…。サンセッ
ト・ポイント・ヴィラもいい景色でし
たが、でも清潔で、涼しくて、スカン
ジナビア半島的なスタイルのベイ・
スイートがおすすめですね。 
オーストラリア人の食通の旅行者 

リザード・アイランド

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/lizardisland

7



環境に配慮しながらも豪華でロマンチックな感覚のあるロンギチュード131°は、世界遺産ウルル・カタジュタ国立
公園の入口に位置しています。 
オーストラリア大陸のまん中、神秘的なウルル（エアーズロック）を望む場所にあって、絶対にここでしかできないアク
ティビティが楽しめます。宿泊は15軒の豪華なテントロッジで。太陽の位置によって刻 と々色調を変えるウルルの景
色を独り占めにできます。 
ウルルとカタジュタの周囲を探索したら、ぜひ太古の神話を今に伝えるアボリジニ文化とふれあって、豊かな歴史を
しのんでください。一帯の土地の伝統的所有者であるアボリジニの古老の語りに耳を傾けたり、専門のガイドの案
内で美しい動植物を観察したりすれば、土地の持つ力が活力となって体を満たしてくれることでしょう。 
思い出に残る体験ができるのは、昼ばかりではありません。夜はロッジ自慢のレストラン「デューン・ハウス」で最新の
味覚を味わうか、「テーブル131°」で満天の星空を眺めながら、最高級のワインと料理をお楽しみください。
ロンギチュード131°は新しい発見に満ちた旅をお約束します。

• テント数は15、滞在客は30名限定。 
• 環境に配慮したラグジュアリーなテントからウルルが一望できます。
• 料金は1日3食、一部のアルコール類、ソフトドリンク類込み。 
•  ウルル・カタジュタ国立公園内のプライベートツアーが手配可能。
• 「テーブル131°」で屋外での食事が可能。
• 空港までの送迎サービス付き。 
• 最低2泊ご滞在いただきます。 
• 12歳以下のお子様はご利用いただけません。 

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/longitude131

Longitude 131°
Ayers Rock (Ulu u)
Northern Territory

ご予約: +61 (0)2 8296 8010
longitude131@voyages.com.au

ウルルは一瞬だけ赤く輝いたかと思
うと、日が落ちるにしたがって茶色み
を帯び、闇に沈むようにオーストラリ
ア人の心のよりどころになっているこ
の大地と一体化していった。一緒に見
ていた観光客たちは皆帰途につき、
ウルルとカタジュタは再びはるか昔
からこの土地を守ってきたアボリジ
ニたちの手に返された。だがロンギチ
ュード131°に泊まっていた人だけは
違った。この15基のテントでつくられ
た環境配慮型の5ツ星ロッジはウル
ルの巨大な一枚岩の目と鼻の先にあ
る。夜にはデジュリドゥの音がにぎや
かに響き、上空には満点の星空が広
がっていた。
フード・アンド・トラベル誌（英国） 

ロンギチュード131°
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クオリアというのは「深い感興を呼び起こす体験」を表す言葉。
ワールドクラスのラグジュアリーをオーストラリア独自の形で表現したこのリゾートはハミルトン島の北端にあり、周
囲にはこの上なく美しいグレート・バリア・リーフが広がっています。 
あらゆる場所にリラックスと癒しのための配慮が行き届いていて、これほどすばらしいリゾートはまたとありません。 
あふれんばかりの日光が降り注ぐリゾートの北半分には南国情緒あふれる整形式庭園があって、中に60軒のプライ
ベート・パヴィリオンが建っています。美しく移ろいゆく周囲の景色を眺めるのに、これほどうってつけの場所はあり
ません。リーワード・パヴィリオンには広いサンデッキがあって、南国の島と美しいサンゴ海の眺めが圧巻です。ウィン
ドワード・パヴィリオンには専用サンデッキと専用プランジ・プールがあって、サンゴ海の大海原が一望のもとに見渡
せます。さらに究極のプライバシーを求める方には、1軒しかないビーチ・ハウスがおすすめです。専用の大型プール
や別棟になったゲスト用のパヴィリオンまでついた静かなパヴィリオンで、サンゴ海とウィットサンデー島の絶景が
眺められます。パヴィリオンにはいずれもミニバー、無線インターネット通信機器、オンデマンドの映画上映機器が備
えつけられています。 

• 大陸東部クイーンズランド州の沖合に広がるウィットサンデー諸島の
74の島々のひとつ、ハミルトン島にあります。 

• シドニー、メルボルン、ブリスベン、ケアンズから毎日直行便が運航され
ていて、気軽に行くことができます。 

• 静かなプール2つ、トレーニングジム、図書室、ブティック、バーとレスト
ラン各2軒、スパ・クオリアなどの施設があり、スパでは正統的なオース
トラリア式スパ・トリートメントを受けて、心と体の調和を取り戻すこと
ができます。 

• ご要望に応じて周辺のビーチまでの無料送迎をいたします。 
• 周辺にあるホワイトヘブン・ビーチやグレート・バリア・リーフなどの世界
的に有名な観光地までは交通の便もよく、気軽に行くことができます。 

qualia
Hamilton Island
Queensland

ご予約: +61 (0)2 9433 3349
reservations@qualia.com.au

このユートピアともいうべきリゾー
トは、ウィットサンデー諸島にある
ハミルトン島の北端にひっそりと
佇んで、サンゴ海を静かに見下ろし
ていた。
コンデナスト・トラベラー誌

クオリア

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/qualia
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サファイア・フレシネは、タスマニア東海岸にあるオーストラリアの中でも新しいタイプの海辺のリゾート。上品で落
ち着いた雰囲気があり、タスマニアならではの旅が楽しめます。ハザーズ山脈の山並みと波静かなグレート・オイスタ
ー・ベイを望む絶好のポイントにあり、人の手と自然の力でつくられた美しさがうまく共存しています。 
このリゾートの魅力は1泊1,750ドルから2,750ドルの豪華スイート20室、さらにデイ・スパ、レストラン、ゲストラウン
ジ、バーなどの施設、そして質の高いサービスと心身の健康、地元の食材をつかった料理、太古から変わらない景観、
豊富な野生動物など。しかもお客様に贅沢を味わっていただくための考え方は、とても従来の5ツ星による格付けの
範囲に収まるものではありません。その目標は、サファリに泊まると思っただけでリッチで浮き浮きした気分になり、周
辺のユニークな環境を新しい視点で見つめられるようなリゾートになること。
料理は地元産の質の高い食材の調達に力を注いで、タスマニア東海岸で最高の味覚を味わっていただくことを旨と
し、その他にも無料で楽しめる多様なアクティビティを通して、地元の自然や人 と々のふれあいを楽しんでいただける
ように、日々努力を重ねています。 

• 現地の海辺の美しさを生かした豪華スイート20室、いずれもすばらし
い眺望。 

• 世界最高のビーチと世界最高の澄んだ空気が味わえるタスマニア東海
岸に立地。 

• お客様の好みにあわせて旅程をカスタマイズ。 
• タスマニアの歴史や自然、食材を訪ねる17種類以上の多様なアクティ
ビティ、知識欲が満たされ、達成感が味わえます。 

• スパ・サファイアは多様なフェイシャル・トリートメント、癒し効果のある
ボディ・トリートメント、マッサージ・セラピーが自慢。 

• 高評価のレストラン、「パレート」では日替わりメニューとランチタイムの
本格派バーベキューが楽しめます。  ヒュー料理長がホワイトハウスで
開く料理教室は必見。 

• プレミアム・スイートにはプランジ・プールとキッチン、ダイニング・エリ
アが付設。 

• 開業初年にオーストラリアホテル協会の「オーストラリアのベストホテ
ル」とオーストラリアン・トラベラー誌の「ベスト・ラグジュアリー・ロッ
ジ」に選定されました。

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/saffi re

Saffi re
Freycinet, Tasmania 

ご予約: +61 (0)3 6256 7888
ea@saffi re-freycinet.com.au

開業当初からすべてのもてなしを思
い通りにできるリゾートなどないに
等しい。だが皆無だというわけでも
ない。この美しいホテルがそれをや
ってのけたのが、その何よりの証拠
だろう。 私たちはここにきて、文字通
り言葉を失った。そして代わりにい
くつかのことをした。溜め息の出そう
な景色を眺めて目の保養をし、豪華
なスイートルームやスパで五感を癒
し、想像すらしたことのない絶品料
理に舌鼓を打ったのだ。 
Bill Tikos、トレンド情報発信サイト
「The Coolhunter」執筆者

サファイア

10



手つかずの海岸が見渡せる砂丘の間にひっそりと佇むサル・サリス・ニンガルー・リーフは、ニンガルー・コーストを探
索して一帯の環境を把握するための拠点としてぴったりのリゾートです。 
付近のリーフには毎年世界最大の魚ジンベエザメが北にあるアジアの島々への回遊の途中にやってきて、海中世界
がいっそう輝きを増します。環境面の厳しい基準を守るべくつくられた9基のテントのコンセプトは、「ワイルド・ブッ
シュ・ラグジュアリー」。周囲の環境と一体化しながらも、豪華さの基準はきちんと満たしています。中でも快適なベッ
ド、付設バスルーム、心のこもった料理とワインは絶品です。
ケープ・レンジ国立公園の海岸砂丘や渓谷には野生動物がたくさん生息していて、キャンプ周辺ではアカカンガルー
やワラルー、エミューなどの姿を見ることができます。専任のガイドは、いずれもオーストラリアの中でも昔日のおも
かげをよく残すこの地域 －世界遺産ニンガルー・リーフ－ の自然を知り尽くしています。

• 料金には宿泊の他に1日3食と飲料、シュノーケリング用具、毎日のアク
ティビティが含まれています。ガイド付きのシュノーケリング、カヤック、
渓谷のウォーキング・ツアーなどのアクティビティがあります。 

• 自然と一体化した環境配慮型バスルーム付きテント9基。 
• 知識豊富なフィールドガイドの同伴で、少人数のアクティビティが催さ
れます。 

• 食事はロッジ・マネージャーまたはフィールドガイドが同伴し、宿泊客全
員でご一緒にお召し上がりいただきます。 

• ジンベエザメは4月から8月、ザトウクジラは7月から12月が回遊期。 
• エクスマス空港から車で1時間半、エクスマス空港には 
• パースからスカイウェストが毎日1便、カンタス航空が週に3便定期便
を運航。 

• 最低2泊ご滞在いただきます。 
• 毎年1月中旬から3月中旬までは閉鎖。 
• 5歳未満のお子様にはおすすめできません。 

Sal Salis
Ningaloo Reef
Western Australia

ご予約: +61 (0)2 9571 6399
info@wildbushluxury.com

私はテントの外にハンモックがかか
っていることに気がついた。 
だが同時にもっと大切なことにも気
づいた。そのハンモックにずっと揺
られていさえすれば、クジラが潮を
吹くところや青い水平線の上で宙
返りをするところが見られるのだ。  
Max Anderson、ザ・サンデー・
タイムズ紙 

サル・サリス 
ニンガルー・リーフ

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/salsalis
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カンガルー島はオーストラリアのガラパゴスと呼ばれていて、様々な野生動物や美しい自然景観が見られることで有
名です。世界的に有名なサザン・オーシャン・ロッジは島の南海岸にあり、オーストラリアらしい大自然の中の比類な
い贅沢を味わうことができます。周囲の環境に溶け込むように建てられていて、窓外に広がる絶景は見る者の心を捉
えて離しません。
ロッジの中央にあるグレート・ルームからは、まるで映画に出てきそうな大海原が眺められます。またレストランでは
島内の食材をふんだんに使った料理が楽しめ、開放感のあるバーでは南オーストラリア州産の上質なワインを飲み
ながら、ゆったりしたひとときを過ごすことができます。現代的な感覚があふれるスイートには特製の家具類が置か
れ、壁がガラスの1枚板でできたバスルームや枕床式のラウンジ、南氷洋の大海原が見渡せる専用テラスが備えつけ
られています。 
豊富な野生動物を間近に見たい方は、ガイド付きのツアーに参加することができますし、サザン・スパにはカンガルー
島の植物が飾られていて、くつろぎと若返りのひとときを演出してくれます。独自の魅力に満ち、賞を受賞したこともあ
るサザン・オーシャン・ロッジは、オーストラリアで味わえる贅沢とは何かを身をもって示しているのです。 

• 世界的に評価の高い豪華ロッジ、オーストラリアならではの旅が楽しめ
ます。

• カンガルー島には南オーストラリア州のアデレードから短時間のフライ
トで行くことができます。 

• 大海原の絶景がすばらしい原生地に立地しています。 
• 広 と々したスイート21室から成るすばらしい建物です。 

• 料金はすべてのサービス込みのお得な設定。1日3食、高級飲料の揃っ
たオープンバー、客室内のバー、主要アクティビティ、島内の空港までの
送迎が含まれています。 

• オーストラリアのガラパゴスと称されるカンガルー島のガイド付き探索
ツアーが楽しめます。 

• ロッジ内のレストランでは、地元産の食材を使った料理とワインで世界
一流の食事が楽しめます。 

• 心のこもったサービス － 島の中にふるさとがあるような、親しみがあっ
て入りやすい雰囲気です。 

• 静かなサザン・スパはくつろぎと癒しの空間です。

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/southernoceanlodge

Southern Ocean Lodge
Hanson Bay, Kangaroo Island
South Australia

ご予約: +61 (0)2 9918 4355
reserve@baillielodges.com.au

サザン・オーシャン・ロッジには自然
と人工が絶妙の味つけでミックスさ
れている。それは力強く、先進的で、
手つかずの自然が楽しめるリゾート
の中でも最高位にある。最高にすば
らしい場所を、最新式の双眼鏡で静
かにのぞいて見ているような感覚、と
でも言えばよいだろうか。
Melinda Stevens、トラベル・エデ
ィター（タトラー誌掲載の「ホテル・
オブ・ザ・イヤー受賞リゾート、サザ
ン・オーシャン・ロッジ」より抜粋） 

サザン・
オーシャン・ロッジ
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スパイサーズ・クローバリー・エステートはブリスベンから車で90分弱、クイーンズランド州の緑豊かで静かな内陸
部の起伏に富んだ丘陵地帯に22エーカーの敷地をひっそりと構えていて、宿泊すると、まるでフランス印象派の絵
の中に足を踏み入れたような感覚が味わえます。
豪華なスイートは10室限定（滞在客数は20名まで）、ヨーロピアン・スタイルの庭にはイチジクやジャガランダ、モク
レン、クチナシなどが茂っていて、忙しい日常を離れて親しい人だけでロマンチックに過ごしたい方にぴったり。ぜい
たくな家具とお洒落な装飾がフランスの片田舎のような雰囲気をかもし出しています。
くつろぎとロマンスが感じられるアクティビティも日替わりで楽しめます。図書室で静かに本を読んだり、日当たりの
よいテラスでパリ風のスイーツをいただきながら午後の紅茶を楽しんだり、受賞歴のあるレストラン「ザ・ロング・エ
プロン」で食事をしたり、館内で開催される少人数の料理教室に参加したり、モントビルの村を散策したりしてから、
エステート内にあるデイ・スパ、「スパ・アニス」でおくつろぎください。

• 複数の受賞歴がある5ツ星のゲストハウスとレストラン（クイーンズラン
ド・ツーリズム・アワードの2010年クイーンズランド州新設旅行施設部
門最優秀賞、クイーンズランド州ホテル協会の2011年クイーンズランド
州高級レストラン部門最優秀賞）。 

• 周辺にある多雨林帯や国立公園、ブティック、ワインセラー、村の食堂、動
物園、ビーチなどに気軽に行ける好立地。 

• 受賞歴のあるレストランにははずせないメニューが勢ぞろい、他にもフレ
ンチとイタリアンの料理教室、VIP用の特製ディナー、チーズとワインのテ
ースティングなど。 

• エステートだけが予約できるプライベート・リトリート。 
• 専任セラピストがついて、ぜいたくなトリートメントやスパ・キュイジーヌ
が楽しめるデイ・スパ専門のスパ、「スパ・アニス」。

• スイミングプール、豊富な蔵書を誇る図書室、ゲストラウンジ、バー、レス
トラン、料理教室、マウンテンバイク、多雨林探索用遊歩道などが完備。 

• オプションで専用車かヘリコプターによる送迎も可能。 

Spicers Clovelly Estate
Montville, Sunshine Coast Hinterland
Queensland

ご予約: +61 (0)7 5452 1111
reception.clovelly@spicersgroup.com.au

ここには足を浸す海はないかもしれ
ないが、地平線まで届く雄大な景色
があって、アーティストの審美眼を
満たしてくれる。 リゾート全体に豪
華でひっそりした雰囲気があり、滞
在客の求めに応えるために、プライ
バシーの確保に力を注いでいる。 
Bernadette Condren、クーリ
エ・メール紙 

スパイサーズ・
クローバリー・エステート

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/spicersclovelly
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メイン・レンジ国立公園に8000エーカーの敷地を持ち、壮大な眺めを堪能できるスパイサーズ・ピーク・ロッジは、
クイーンズランド州で最も標高の高い場所にあるマウンテン・ロッジ・リゾート。建物は美しく、豪華スイートが2室、
プライベート・ロッジが2室あって（宿泊客は26名に限定）、クイーンズランド州南東部随一の美しい自然の中で、ゆ
ったりしたひとときを過ごすことができます。
絶品の特製ディナーなど食事と飲み物はすべて料金に含まれていて、静かで親密な時間と高水準のサービスが楽し
めます。周囲に広がるいかにもオーストラリア的な原生地を楽しむためのアクティビティも盛りだくさんで、ガイド付
きのブッシュウォーキング、マウンテンバイク・ツアー、乗馬ツアーなどがあり、近くのグラナイト・ベルトというワイン
産地ではワインのテースティングも楽しめます。
宿泊施設と食事の豪華さも他にはない特長で、今までにしたことのない素敵な旅がしてみたいという方には、まさに
うってつけの場所です。

• ロッジとレストランは複数の賞を受賞しています。2010年にはクイーン
ズランド州高級宿泊施設部門最優秀賞を受賞。

• ブリスベンから車で90分、ゴールド・コーストからは2時間。 
• インフィニティ・プール、アウトドア・スパ、ビリヤード・テーブル付きのラ
イブラリー、バー、望遠鏡付き展望デッキ、テニスコート、広いラウンジ、
石造りの暖炉付きダイニング・エリアなどの施設があります。 

• 料金は食事その他すべて込み、特に料理とワインに力を入れています。 
• デイ・スパ専用に設計された「スパ・アニス」には専任セラピストが待機
していて、様々な豪華トリートメントを施します。 

• 静かでプライバシーは最高、施設全体を貸し切りで利用することもで
きます。 

• ブッシュウォーキングは専任ガイド付きのものから全行程4日間のもの
まで、経験や体力、関心にあわせてカスタマイズ可能です。 

• オプションで専用車かヘリコプターによる送迎も可能。 

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/spicerspeak

Spicers Peak Lodge
Maryvale, Scenic Rim
Queensland

ご予約: +61 (0)7 4666 1083
reception.peaklodge@spicersgroup.com.au

このロッジの2階建ての長い建物
は、靄の中に、まるで現像中の写真
のように浮かんで見える。だが近づ
くにつれ、ぼやけていた線はしっか
りした輪郭をなし、やがてこの世の
ものとは思えない世界一のオアシス
が現れる。もしクイーンズランド州
に雪山があったら、こんな高い山の
上に自分の別荘を建ててみたい。そ
う思わせるような場所である。
Susan Kurosawa、ウィークエン
ド・オーストラリアン誌 

スパイサーズ・
ピーク・ロッジ
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ザ・ルイーズはのどかなブドウ園の中に佇む豪華な保養施設。やさしくうねる丘の上にあり、名店と評判のレストラン
「アペレーション」を併設しています。周囲には見渡す限りのブドウ園が広がっていて、世界的に有名なバロッサ・バ
レーが一望できます。 
専用テラスのついた豪華スイートは15室に限定され、プライバシーは最高。外観はさりげなく現代風に仕上げられ、
どのスイートもデザインと装飾にこだわった造りです。
名店と評価の高いレストラン「アペレーション」の売り物は、その気軽さと上品さ。料理長のマーク・マクナマラはオー
ストラリアの高級料理界をリードする名物シェフで、地元産の新鮮素材にこだわり、旬の食材を使うことに心を砕い
ています。おすすめは全5皿の日替わりコース「シェフのおすすめメニュー」や季節のアラカルト。ワインリストのすば
らしさがさらに引き立ちます。
スタッフは熱意があって、知識も豊富。お客様に地元のことをよく知っていただきたいと心から願っていて、特にバロ
ッサの正統的なワインやその生産に関わることなら何でも話してくれます。さらに楽しいアクティビティも、熱気球の
ツアー、サイクリング、ハイキング、マッサージ、有名なバロッサのファーマーズ・マーケット、カンガルーといっしょに食
べる朝食など、実に盛りだくさんです。 

• アデレードの空港と中心街から車で1時間。
• スイートはいずれも豪華でプライバシーの高いゆったりしたスペース設
計、付設バスルームには広いバスタブがあり、バロッサのブドウ園の眺
望が最高。 

• プレミアム・スイートは暖炉と屋外シャワー完備。 
• 料金は各スイートでいただくコンチネンタル・ブレックファースト込み。 
• 看板レストラン「アペレーション」は地元産の食材を使う店としてはオース
トラリア最高と高評価。 

• 宿泊される方は「アペレーション」の優先予約が可能。 
• 主なアクティビティは、カンガルーと食べる朝食や、ワインの生産体験ツ
アー「モースト・ブリリアント・ブレンド」など。 

• お客様のお好みに応じたテースティングやワインメーカーの紹介サービ
スが充実。 

The Louise Barossa Valley
Cnr Seppeltsfi eld and Stonewell Roads
Marananga, South Australia

ご予約: +61 (0)8 8562 2722
stay@thelouise.com.au

国内からも日本やアメリカからもた
くさんの食通たちがわざわざ飛行
機に乗ってザ・ルイーズにやってき
て、「アペレーション」でマクナマラ
料理長の料理を食べようとするの
は、ここの料理には何ものにも変え
がたい魅力があるからだ。  彼の料
理はバロッサというすばらしいワイ
ンと料理をつくるこの地方の成功
の軌跡を体現している。 
Vinod Advani 
MWマガジン誌 

ザ・ルイーズ

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/thelouise
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ノース・スター・クルージズ・オーストラリア社が催行するアドベンチャー・クルーズは、オーストラリアの遠隔地にあ
る美しい海岸を船に乗ってまわろうというもの。このツアーで乗船するのが、トゥルー・ノース号です。 
クルーズはすべてアクティビティを楽しむためのもので、海上に長期間滞在しながら旅程にしたがって様々な場所に
行き、その場所ごとの究極の楽しみを味わえるのが魅力です。  毎日ウォーキングで景色を眺めたり、釣りやシュノー
ケリング、ダイビング、ピクニック、文化的なイベントを楽しんだりしながら、様々な場所を巡ります。 
トゥルー・ノース号は大型の観光船では行けないような遠隔地の観光を目的に建造されたクルーズ船。搭載したボ
ート数台に分乗して水上ツアーを楽しむことができます。さらに他では決してできない体験も。クルーズツアーのほと
んどに、オプションとして艦載のヘリコプターで行くアドベンチャー・ツアーがついています。もちろん船の快適さと格
好よさも最高。広い船室にはモダンな装飾が施され、付設バスルームや衛星携帯電話、室内用のエンターテイメン
ト機器も設置されています。 
乗客は36名に限定され、どのツアーにもオーストラリア人の添乗員20名がお供します。参加されたお客様からは、こ
んな楽しい旅ははじめてだという絶賛の声が続 と々寄せられています。 

• ノース・スター・クルージズ社は抜群の顧客満足度を誇る業界随一のツ
アー催行会社。こんな楽しい旅ははじめてだと絶賛されています。 

• キンバリー地方の海岸をめぐる贅沢なアドベンチャー・クルーズという
他社にまねのできない画期的なツアーを企画しました。 

• トゥルー・ノース号の特長 
 - ヘリコプターを常時搭載したキンバリーで唯一のアドベンチャー・ク
ルーズ船

 - 海岸付近の岩場に囲まれた狭い海域を航行することを目的に建造
 - 大型観光船には決して行けない場所を航行できます
 - 乗客は36名に限定、すべてのツアーにオーストラリア人乗組員が添
乗

 - 分乗ツアー専用ボートを6隻搭載
• クルーズはアクティビティを楽しむことが目的で、あまり長期間海上に
留まることはありません。

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/truenorth

True North
North Star Cruises Australia
Broome

ご予約: +61 (0)8 9192 1829
adventures@northstarcruises.com.au

これほど楽しい旅は後にも先にもし
たことがない。 
Peter Derham卿 
See Australia 
前会長 

トゥルー・ノース
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1 アルカバ・ステーション 
2 バムル・プレーンズ 
3 カペラ・ロッジ 
4 ケープ・ロッジ 
5 レイク・ハウス 
6 リザード・アイランド 
7 ロンギチュード131° 
8 クオリア 

9 サファイア 
10 サル・サリス 
11 サザン・オーシャン・ロッジ 
12 スパイサーズ・クローバリー・エステート 
13 スパイサーズ・ピーク・ロッジ 
14 ザ・ルイーズ 
15 トゥルー・ノース 
16 ウォルガン・バレー・リゾート＆スパ 

www.luxurylodgesofaustralia.com.au

エクスマス ✈

カンガルー島  ✈

パース ✈

✈ アデレード

メルボルン ✈

シドニー ✈

ダーウィン ✈

ブリスベン ✈

✈ ケアンズ

✈ アリス・スプリングス

キャンベラ ✈

ホバート ✈

✈ エアーズロック（ウルル）

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 

タスマニア州 

ブルーム ✈

カナナラ ✈

ロード・ハウ島  ✈

✈ ハミルトン島
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2つの国立公園にはさまれた絶好の場所に立地し、そびえ立つ絶壁に囲まれたウォルガン・バレー・リゾート＆スパ
は、自社保有の保護地と野生動物保護区の中に静かに佇んでいます。4,000エーカーの敷地のうちリゾートが占め
ているのはわずか2%、スイートは40室に限定され、どの部屋にも屋内と屋外の両方にスイミングプールが設置され
ています。本館ではすばらしい食事ができ、豪華設備と別棟の「タイムレス・スパ」があります。
リゾートは世界遺産グレーター・ブルー・マウンテンズに隣接しており、シドニーからは車で3時間弱です。
オーストラリアのエコ・ツアーに新時代を切り開いたこのリゾートは、二酸化炭素の排出量を生産量と同程度に抑
え、周囲の自然とそこに元から暮らしていた動物たちを保護しながらも、豪華リゾートに求められる最高度の基準と
サービスの質を満たしています。
ウォルガン・バレーの静けさには隠れ家的な雰囲気があり、訪れる人は心からくつろぎながら、その並びない豪華さ
を楽しむことができます。このリゾートに滞在すると、オーストラリアのブッシュのすばらしさがよくわかります。固有
の野生動物、美しい自然景観、保護地、昔の人々の生活の跡などが、オーストラリアらしいブッシュの中に息づいて
います。 

• 1日当たり料金には本格的な朝食、ランチ、ディナー、軽食付き特選ワイ
ンとビール、ノンアルコール飲料、自然を楽しむアクティビティお1人様2
種類が含まれています。 

• シドニーからアクセス可能 － 宿泊される方は専用車かヘリコプターに
よる送迎の手配が可能。 

• 家族連れ対応可－ご同伴のお子様は8歳以上を推奨。 
• 1ベッドルーム・ヘリテージ・スイート36室、2ベッドルーム・ウォレマイ・
スイート3室、3ベッドルーム・ウォルガン・スイート1室。 

• 別棟のタイムレス・スパには２名用トリートメント・ルームが6室ありま
す。 

• 料金に含まれているアクティビティには、4WDで行く野生動物観察ツア
ー、乗馬ツアー、マウンテンバイク・ツアー、ガイド付きブッシュウォーキ
ング、ヘリテージ・ツアーなどがあります。 

Wolgan Valley Resort & Spa
Blue Mountains
New South Wales

ご予約: +61 (0)2 9290 9733
reservations@wolganvalley.com

何と言えばいいだろう。
美しくて、しかも聡明とでも言おう
か。世界初の二酸化炭素排出ゼロ
のリゾートで、しかも環境に対して
あらゆる取り組みをしながら、他の
点は何も犠牲にしていない。しかも
スタッフを話せばわかるように、彼
らは義務を単なる義務と考えずに、
一致協力してこの陸の中の孤島を
守るために全力を傾けている。
Cate Blanchettと 
Andrew Upton 
ミスター・アンド・ミセスに寄せられ
たレビューより抜粋 

ウォルガン・バレー・ 
リゾート＆スパ

 www.luxurylodgesofaustralia.com.au/wolganvalley

リゾート名 
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最高級のロッジが総力を結集して 
オーストラリア最高の自然を楽しむリゾートをご案内し、 

すてきな旅の思い出をお届けします 

www.luxurylodgesofaustralia.com.au

オーストラリアほど
大自然のさまざまな
恵みを味わう旅が
できる国はありません。
オーストラリアではこの数年、新しいタイプの最高級リゾートが次 と々誕生し、旅のあり方
が今までとすっかり様変わりしてきています。
2010年には最高級リゾートの中でも選りすぐりの17軒が集まってラグジュアリー・ロッ
ジ・オブ・オーストラリアを結成し、オーストラリアならではの上品で、おおらかで、気取りの
ないラグジュアリーを様々な形でお届けすることにしました。
加盟ロッジに課せられた共通の課題とは、そのロッジでしかできない体験、その場所でし
か味わえない本物の感覚をお客様に提供すること。つまり、お客様が訪れた地域との絆を
一層深めることのできるような旅を提供することです。
ロッジはいずれも絶品の料理とワイン、レベルの高いきめ細かなサービス、超高級アメニ
ティなど、高級志向の旅行者が求めるラグジュアリーの基準を満たしていますが、そうし
た基準を解釈して地域らしさにつなげる方法は、各ロッジによって異なります。
共通性より個性を重視することで、オーストラリアらしいラグジュアリーの多様なあり方を
生かすことができるからです。
荒野に抱かれた豪華ロッジ、ブドウ畑の中に佇む料理が自慢の保養施設、砂漠や海岸砂
丘のブッシュの中にしつらえられたテントロッジ、ひっそりしたスパとカントリーサイドの
風光明媚な景観が楽しめる保養施設。さらには海とサンゴ礁と島々がおりなす絶景、いか
にもオーストラリア的らしい起伏に富んだブッシュ、幾重にも重なる山並み、アウトバック
の果てしない地平線が眺められるロッジ。その魅力は実に多種多様です。
オーストラリアの豪華リゾートの魅力は、なによりも都会の喧騒から遠く離れていること、
立地がすばらしいこと、一度に泊まれる宿泊客の数が限られていること。この国の自然が
見せる表情の豊かさと果てしない広さを感じることは、他の土地では味わえない贅沢で
す。
オーストラリアのラグジュアリー・ロッジに泊まられる方は、この国の土地のあり方と人々
の暮らしを、そしてそこに流れるゆったりした時間感覚を自分なりに感じ取り、一生の思
い出として胸に焼きつけるのです。

ロッジ名 

新時代を担う
オーストラリアの
体験型豪華リゾート
オーストラリアの旅のあり方は、この数年です
っかり様変わりしました。かつてなく豪華なロ
ッジやキャンプ施設が次 と々誕生し、さらにそ
こでの過ごし方もこれまでにないものが提案
されるようになってきています。
そんな新しいタイプの豪華リゾートが総力を
結集して、オーストラリアならではの上品で、お
おらかで、気取りのないラグジュアリーを様々
な形でお届けします。 

2 アルカバ・ステーション
3 バムル・プレーンズ
4 カペラ・ロッジ
5 ケープ・ロッジ
6 レイク・ハウス
7 リザード・アイランド 
8 ロンギチュード131°
9 クオリア
10 サファイア
11 サル・サリス・ニンガルー・リーフ
12 サザン・オーシャン・ロッジ
13 スパイサーズ・クローバリー・エステート
14 スパイサーズ・ピーク・ロッジ
15 ザ・ルイーズ
16 トゥルー・ノース
17 ウォルガン・バレー・リゾート＆スパ


