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ツアーガイドプログラム（ガイド資格制度）について
AAT Kings の日本語ツアーガイドはカカドゥ国立公園ツアーガイドプロ
グラムを修了した有資格ガイドです。この土地を訪れるお客様に世界複
合遺産であるカカドゥの情報を正しく伝えていくことを目的として、プロ
グラムの中には、歴史、動物や植物、アボリジニの文化、また観光のお客
様の安全問題についてなど多義に渡る分野を網羅しております。プログ
ラム内容は、国立公園のレンジャー、土地の歴史的所有者である現地の
アボリジニ、そして政府観光局によってまとめられ、このコースの修得は
チャールズダーウィン大学の正式な単位のひとつです。

ダーウィン・カカドゥ基本情報 

気候について
南回帰線より北部にあるダーウィン周辺のトップエンドと呼ばれる地域
は、熱帯気候で年間を通じて温暖です。気候は雨季と乾季に分かれ、11
月～4月までは雨が多くて蒸し暑く、カカドゥ国立公園などの一部は洪
水によって立ち入りできないところもあります。また、5月～10月は雨は
少なく観光に適した季節です。湿地帯を訪れるときには、蚊が多いこと
があるので虫除け対策が必要です。

それぞれの時期の観光のポイント

乾季（4月から9月）
雨の少ない時期で、一番快適に観光のできる季節です。小川や氾濫原が
だんだんと乾き、縮小された水場にワニや鳥などの野生動物が集中する
ので、動物観察がしやすくなります。

移行期（10月から11月）
この時期は暑く湿気が多くて不快なことがありますので、戸外での活動
は早朝か夕方がお勧めです。限られた水場に集中するワニや鳥を見るの
に適した時期です。

雨季（12月から3月）
モンスーンの雨の到来で小川が増水し、氾濫原があふれ出します。湿度
が高く雨もよく降るので、道路が遮断されていけなくなる地域もありま
す。しかし、新しい芽が吹き、鮮やかな緑に包まれまる、とてもダイナミッ
クな季節です。

4～5月 6～9月 10～11月 12～3月

温度 24～34℃ 21～33℃ 24～37℃ 24～34℃

湿度 高い 低い 高い 高い

降雨 時々 ほとんどなし たまに 常時

舗装道路 道路情報を
確認 オープン オープン 道路情報を

確認

未舗装道路 通常閉鎖 オープン 通常開通 道路情報を
確認

訪問者数 中 高 低 低

資料：カカドゥ国立公園　ホリデープランナー

旅のスタイル

一年を通して、虫よけ、日焼け止め、サングラス、水分補給のペットボトルや水筒は必携。4月～9月の乾季はほとんど雨が降らず、日没後は急に冷え込む
ことがあるので、脱ぎ着しやすく暖かい上着が必要。靴は歩きなれたスニーカーや登山靴がおすすめです。
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ダーウィン・カカドゥ国立公園一般情報

カカドゥ国立公園
世界複合遺産にも登録される広さ約2万k㎡のカ
カドゥ国立公園は、雨季・乾季によって様相が変
化に富んでいます。ここではマングローブの林、
大湿原、熱帯雨林、草原、さらに断崖絶壁といっ
た異なった自然景観が楽しめるだけはなく、ワニ
やカンガルー、エリマキトカゲなどの生き物や、
ジャビルー（セイタカコウ）やオーストラリアヅル
などの珍しい鳥なども生息しています。またノー
ランジーロックやウビアでは、古くから残るアボ
リジニの壁画を数多く見ることができます。

カカドゥ国立公園 入園料
カカドゥ国立公園入園料は、大人1人あたり
$25.00、15歳以下のお子様は無料で、発行日
を含めて14日間有効です。国立公園に入園す
るツアーにご参加の際は、必ず入園券を携帯
して下さい。国立公園入園券をお持ちでない
場合は、再度ご購入いただかなければなりま
せん。国立公園入園料は予告なしに変更され
ることがあります。

ダーウィン市内からの距離
バークハット ....................................116.0km
ジャビル .......................................... 248.5km
ノーランジーロック ........................ 282.0km
クーインダ ...................................... 290.5km

カカドゥの主要ホテル
1オーロラ カカドゥ リゾート
2ガガジュ クロコダイル ホリデイ イン
3オーロラ カカドゥ ロッジ＆キャラバンパーク
4ガガジュ ロッジ クーインダ

ダーウィン市内
年間を通して温暖な街ダーウィンは、オーストラリアで最もア
ジアに近く、現在60ヵ国以上の国と地域の出身者が暮らし
ている国際色の豊かな街です。先住民のアボリジニ・ララキ
ア族、西洋人の入植、戦争と大型サイクロンによる被害など
の歴史はダーウィンの文化の多様性に反映されています。

ダーウィン市内一般情報

ダーウィンの主要ホテル
1ヒルトン ダーウィン
2スカイシティ ダーウィン
3ダーウィン セントラル
4トラベルロッジ メランビーナ
5ノボテル アトリウム
6バリューイン
7パームシティーリゾート
8ダブルツリー ダーウィン
9ダブルツリー エスプラナード
�マントラ エスプラナード
�マントラ パンダナス
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ダーウィン・カカドゥ 日本語日帰りツアー

日本語 ジャンピングクロコダイルツアー
ダーウィンから車で１時間のところにあるアデレード川氾濫原周辺の観光です。フォグ・ダ
ム自然保護区では水辺に集うカササギガンなどの野鳥を観察します。その後、えさに食ら
い付いて飛び上がるイリエワニが間近にみられるジャンピング・クロコダイル・クルーズに
参加します。ツアーでは、ウィンドウ・オン・ザ・ウェットランド展望台で広大なマラカイ平
原の眺望を楽しんだ後、ダーウィンへ戻ります。

出発（4月～10月のみ）：木曜日　12.45pm
帰着：6.00pm

料金（豪ドル）	 大人	 子供
JO7	-	日本語	ジャンピングクロコダイルツアー	 $199	 $100	

注意：このツアーは日本語ガイドが他国のお客様と混載のバスに同行して催行されます。市内中心部のホテ
ルへの送迎が可能です。各ホテルへのお迎え時間は予約時にご確認ください。

日本語ガイド付き 空港とホテル間の送迎（片道）
到着時には、日本語ガイドがダーウィン空港にてお迎えし、ダーウィン市内のホテルまでお
送りいたします。ホテルではガイドがチェックインのお手伝いをし、滞在中の予定やオプシ
ョナルツアーなどを紹介します。出発時には日本語ガイドがダーウィン市内のホテルにお迎
えにあがり、ダーウィン空港まで同行します。

料金（豪ドル）	 大人	 子供
JDIT	-	空港からホテルへの送迎	 $155	 $78
JDOT	-	ホテルから空港への送迎	 $155	 $78

注意：料金は一人当たりの片道料金です。この送迎は日本語ガイドが他国のお客様と混載のバスに同行し
て催行されます。ダーウィン市内中心部のホテルへの送迎が可能です。各ホテルへのお迎え時間は予約時に
ご確認ください。日本語ガイド付き 空港とホテル間の送迎のお申込みは、AAT Kingsが主催するダーウィ
ン発日本語ガイド付きツアーと一緒の場合に限ります。

コード：JDIT/JDOT

コード：JO7

日本語 日帰りカカドゥ国立公園ツアー
早朝、ダーウィン市内を出発して世界遺産のカカドゥ国立公園へ向かいます。途中のロー
ドハウスにてモーニングティー（各自負担）の休憩を取った後、ナマゴン（ライトニング・マ
ン）と呼ばれる壁画で有名なノーランジーロックを訪問します。クーインダで昼食を取った
後は、いよいよイエローウォーターのクルーズに乗船し、氾濫原に生息するイリエワニや野
鳥、そして湿地帯の植物を観察します。その後、ワラジャン・アボリジニ文化センターにてビ
ニンジ族（カカドゥの伝統的所有者であるアボリジニ）の文化を学びます。ツアー後は、ハ
イウェイを再び駆け抜けて、ダーウィンに戻ります。

出発（4月～10月のみ）：水曜日　6.30am 
帰着：7.30pm

料金（豪ドル）	 大人	 子供
JD4	-	日本語	日帰りカカドゥ国立公園光ツアー	 $415	 $208	

注意：16歳以上は、国立公園入園料（$25）が別途必要となります。詳しくは9ページをご覧ください。この
ツアーは日本語ガイドが他国のお客様と混載のバスに同行して催行されます。市内中心部のホテルへの送
迎が可能です。各ホテルへのお迎え時間は予約時にご確認ください。

コード：JD4

イエローウォータークルーズ

日本語 ダーウィン市内観光ツアー
熱帯の国際近代都市ダーウィンの市内の主要箇所を巡るツアーです。19世紀の入植時代の
建物は第二次世界大戦や大型のサイクロンから逃れたものもあれば、再建されて今に至る
ものもあります。中国の移民が建設した中華寺院や大戦で大打撃を受けたストーク・ヒル埠
頭、イースト・ポイント旧軍事基地跡や植物園を観光します（車窓見学となることがありま
す）。また、このツアーではノーザンテリトリー美術博物館を見学する時間もあります。

出発（4月～10月のみ）：火曜日　2.00ｐｍ 
帰着：6.00pm

料金（豪ドル）	 大人	 子供
JD2	-	日本語	ダーウィン市内観光ツアー	 $155	 $78	

注意：このツアーは日本語ガイドが他国のお客様と混載のバスに同行して催行されます。市内中心部のホテ
ルへの送迎が可能です。各ホテルへのお迎え時間は予約時にご確認ください。

コード：JD2

ダーウィン市内観光

イリエワニ

AAT	Kings日本語日帰りツアーには、正規トレーニングを受けた
日本語ガイドが同行しますので、観光の案内をしっかりと日本語
で聞きたいお客様や英語が苦手なお客様も安心です。

旅のおすすめプラン
日本語ツアーを組み込んだ3泊4日のダーウィン・カカドゥの行程サンプル

1日目 （火曜日）
午前： 日本語ガイド付き 空港からホテルまでの送迎
午後： 日本語 ダーウィン市内観光

2日目 （水曜日）
終日： 日本語 日帰りカカドゥ国立公園ツアー

3日目 （木曜日）
午前： 自由時間
午後： 日本語 ジャンピングクロコダイルツアー

4日目 （金曜日）
午前： 日本語ガイド付き ホテルから空港までの送迎

カカドゥ発オプショナルツアー（英語）
料金（豪ドル）	 大人	 子供
SKF30	-	カカドゥ・エア遊覧飛行（30分）	 $140	 $112
SKF50	-	カカドゥ・エア遊覧飛行（50分）	 $240	 $192
+FD	-	カカドゥからダーウィンまでの帰路を遊覧飛行（帰着：6.00pm）	$310	 $310

注意：このツアーは、カカドゥ・エア・サービス社が主催会社となり、個々の会社が設定した条件に基づ
いて催行されます。日本語ガイドは、オプショナルツアーに同行はいたしません。
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Product hierarchy

Product Pricing/class Positioning Demographic

     First Choice 
     Best Buys

Our signature fully-guided  
touring experiences 

45 – 75 
boomers

    /    
Accommodation class chosen by guest

2-5 day breaks with your  
choice of accommodation

25 – 45 
couples – gen Y, gen X, boomers

    
One day or half day  

sightseeing tours
5 – 85 

all generations and budgets

    
Immersive & boutique 
small group journeys

35 – 65 
wealthy baby-boomers, experiential

   
Affordable, easygoing  

small group tours
15 – 65 

budget conscious, all ages

Day 
Tours

 Inspiring 
Journeys

Short 
Breaks 

 Aussie 
Adventures

Guided 
Holidays

午前
出発

AAT Kings | Style Guide | 26 August 20135

Product hierarchy

Product Pricing/class Positioning Demographic

     First Choice 
     Best Buys

Our signature fully-guided  
touring experiences 

45 – 75 
boomers

    /    
Accommodation class chosen by guest

2-5 day breaks with your  
choice of accommodation

25 – 45 
couples – gen Y, gen X, boomers

    
One day or half day  

sightseeing tours
5 – 85 

all generations and budgets

    
Immersive & boutique 
small group journeys

35 – 65 
wealthy baby-boomers, experiential

   
Affordable, easygoing  

small group tours
15 – 65 

budget conscious, all ages

Day 
Tours

 Inspiring 
Journeys

Short 
Breaks 

 Aussie 
Adventures

Guided 
Holidays

午後
出発

AAT Kings | Style Guide | 26 August 20135

Product hierarchy

Product Pricing/class Positioning Demographic

     First Choice 
     Best Buys

Our signature fully-guided  
touring experiences 

45 – 75 
boomers

    /    
Accommodation class chosen by guest

2-5 day breaks with your  
choice of accommodation

25 – 45 
couples – gen Y, gen X, boomers

    
One day or half day  

sightseeing tours
5 – 85 

all generations and budgets

    
Immersive & boutique 
small group journeys

35 – 65 
wealthy baby-boomers, experiential

   
Affordable, easygoing  

small group tours
15 – 65 

budget conscious, all ages

Day 
Tours

 Inspiring 
Journeys

Short 
Breaks 

 Aussie 
Adventures

Guided 
Holidays

午後
出発

YAMAMOTO
長方形

YAMAMOTO
長方形

YAMAMOTO
長方形

YAMAMOTO
長方形

YAMAMOTO
長方形

YAMAMOTO
長方形

YAMAMOTO
長方形

YAMAMOTO
長方形

YAMAMOTO
長方形

YAMAMOTO
長方形




