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Tour & Activity

遊覧飛行ツアーには席に限りがあるため、島到着後のご予約では、ご希望に添えない場合がございます。
ハミルトン島到着日に遊覧飛行ツアー参加はお勧めしません。
国内線の遅延で遊覧飛行ツアーに間に合わず、参加できないケースが多々発生しています。
遊覧飛行ツアーは必ず滞在の二日目にご予定ください。
ハートリーフ・・・遊覧飛行であのハートの形をした珊瑚礁を眺める感動体験！

A9

ジャーニー・トゥー・
ザ・ハート

毎日

お尋ね下さい

大人
$999
※14 歳以上
限定

毎日

お尋ね下さい

大人/小人
$499

毎日

お尋ね下さい

大人/小人
$737

毎日

11:15～17:00
9:00～14:05

大人$495
小人$455

毎日

お尋ね下さい

大人/小人
$599

Journey To The Heart Tour

A1
A2

ドリームツアー
HIA Dream Tour – Reef &
Beach Explore by Seaplane

リーフワールド
フライ・フライ
HIA Fly/Fly to Reefworld

A3

①フライ・クルーズ
②クルーズ・フライ
HIA Fly / Cruise OR Cruise/ Fly

A5

グレートバリアリーフ遊
覧飛行（ヘリコプター）
HIA Great Barrier Reef 1hr
Scenic Flight

今までなかった！映画 007 のジェームズ・ボンドのような体験ができるヘリコプ
ダーで行く究極のハートリーフツアー！ホワイトヘブンビーチ＆ハートリーフを
上空から眺め、その後グレートバリアリーフの海の真ん中に浮かぶ「ハートアイ
ランドヘリパッド」へ着地して約 90 分間ハートリーフ周辺のラグーンをシュノー
ケルまたはガラス底ボートで探索します。往復の遊覧飛行は計 60 分。
ハートリーフ、グレートバリアリーフ、ホワイトヘブンビーチの３ヶ所を３時間で体
験できる効率的なツアー。グレートバリアリーフを水上飛行機から眺めるとまさ
に感動体験。ホワイトヘブンビーチを訪問し約１.5 時間あの純白なシリカ砂を肌
で感じ心身ともにピュアになってください！
往路、復路ともにヘリコプターでグレートバリアリーフの真中、リーフワールド
(F1)へ。勿論あのハートリーフを上空から眺めていただけます。スノーケリン
グ、水中観測室等をお楽しみ頂けます。時間がない方、船酔いが気になる方
にお勧め！
リーフワールド(F1)の行き又は帰りの片道がヘリコプター移動のため感動体験
倍増！グレートバリアリーフの海の中のみならず空から眺めた珊瑚礁は想像
を絶します。おまけにあの『ハートリーフ』も眺められるのでお値段も納得！
１時間でハミルトン島、グレートバリアリーフ＆ハートリーフ、ホワイトヘブンビー
チ、ヒル・インレットなどを上空からご覧いただける遊覧飛行です。短時間で
グレートバリアリーフやハートリーフをご覧いただきたい方にぴったりのツア-。
※どこにも降り立ちません。上空から見る遊覧飛行のみのツアーです。

グレートバリアリーフ・・・海の龍宮城、珊瑚礁やトロピカルフィッシュを肌で感じたい！
クルーズウィットサンデー

F1

リーフワールドクルーズ
CW Great Barrier Reef
Adventure at Reefworld

毎日

9:00～17:00

大人 $269
小人 $125

高速船に乗って 2 時間（片道）でグレートバリアリーフの真中、リーフワールド
（ポンツーン）にドッキング。スノーケリング、半潜水艦、水中観測室、バイキン
グランチ付きで 3.5 時間楽しめます。オプションでスキューバダイビングも体験
可能(要船内予約、別料金)。

ホワイトヘブンビーチ・・・世界屈指の純白のシリカ砂の感動は行かなきゃ分からない！

A4

ファンシーカー
HIA Funseeker by Seaplane

毎日

クルーズウィットサンデー

F2

ホワイトヘブンビーチ半日
CW Whitehaven Beach
Cruise Half Day

お尋ね下さい
8:20～12:30

毎日
13:00～17:00

大人/小人
$230
大人 $115
小人 $45
大人 $128
小人 $64

クルーズウィットサンデー

F3

ホワイトヘブンビーチ１日

E1

デイセイル

E7
W1
W3

CW Whitehaven Beach
Cruise Full Day
On The Edge Sail & Snorkel

ウィットサンデー・エクス
プローラー
Reef Ryder Whitsunday
Explorer

トゥインワン
Reef Ryder Two in One

ウィットサンデー諸島で最も人気のあるスポットまでクルーズをお楽しみ頂き、
ヒルインレット入り江に到着。ガイド付きウォーキングでウィットサンデー諸島の
先住民ンガロ族の歴史等をご紹介します。うれしいランチボックス付き。

毎日

8:20～17:00

大人 $229
小人 $119

毎日

8:30～15:30

大人 $190
小人 $115

8:15～12:30
12:45～17:00

大人 $135
小人 $85

9:30～16:30

大人 $165
小人 $125

スピードボートでホワイトヘブンビーチやウィットサンデー諸島を廻る１日ツア
ー。簡単なランチ、チョーキーズビーチとコラルガーデンでのスノーケリング付
き。（天候により場所の変更有）

9:00～12:00
13:30～16:30

大人 $90
小人 $75

スピードボートでチョーキーズビーチとホワイトヘブンビーチへ行く半日ツアー。
スノーケリング付き。

ヒルインレット＆ベティー
月・水・
ズビーチ
金・土・
Explore’s Hill Inlet at
Whitehaven Beach

水上飛行機でホワイトヘブンビーチやヒルインレットを上空から眺めた後、ホワ
イトへヘブンビーチを訪問！約１.5 時間あの純白なシリカ砂を肌で感じ心身とも
にピュアになってください！※ハートリーフへは行きません。
高速船で、ホワイトヘブンビーチへ行く半日ツアー。純白のシリカ砂に被われた
ホワイトヘブンビーチを約１時間半～2 時間ゆっくりのんびり肌で体験。
ご注意！珊瑚礁や魚はいないので、スノーケルの貸し出しはありません。ラン
チは含まれません。

日
月・水
金

毎日

ヨットでのんびりホワイトヘブンビーチとチョーキーズビーチへ行く 1 日ツアー。
ランチ、スノーケリング付き。ドリンク購入可。
喧騒から離れたヒルインレットと美しいビーチを訪れる、ゆったりとした半日ツ
アー。マリーナを出発してトングビーチに降り立ち、そこからヒルインレットを見
下ろす展望台へと登っていきます。その後はホワイトへブンビーチ北端のベテ
ィーズビーチで泳いだり、贅沢に日向ぼっこなどをしてお過ごしください。

各ツアーのツアー番号がパンフレットのツアー番号とリンクします。当資料内の情報は催行会社の都合で予告なしに変更される場合がございます。

フィッシング・・・ガッツンと来る大物の引きを体験！

R1
W8

レネゲードフィッシング
Renegade Sports Fishing
ウォータースポーツ
プレデターフィッシング
Watersports Predator
Fishing

毎日

半日/1 日

毎日

8:00-12:00
13:00-17:00

半日 $185/$155
１日 $350/$320

ボートで沖に出て、トローリングまたはボトムフィッシングをする半日または
1 日ツアー。1 日ツアーはランチ付き。

大人 $160
小人 $140

初心者からベテランまで島でのフィッシングをお楽しみいただける、貸切ボ
ートのツアーです。スタッフがおすすめのつりスポットをご案内致します。
※小人/6～12 歳

マリーンスポーツ・・・島内のお気軽アクティビティー
ビーチスポーツ

ウィンドサーフィン

B
1

Windsurfing

カタマラン
Catamaran

カヤック
Kayak

パドルボード
Paddle Boards

W5
W6

パラセーリング

W7

水上ｽｷｰ･ / ｳｴｲｸﾎﾞｰﾄﾞ

W10

Parasailing

チューブ ライド
Tube Rides
Waterskiing/Wakeboarding

ジェットライダー
Jetryder

D1

ジェットスキーツアー

D2

ディンギー ハイヤー

E2

サンセットセイル

E3

サンセットクルーズ＆ダイン

Jet Ski Tour
Dingy Hire

デイリーアクティビティ
ーをご参照下さい

無料*

帆のついたボードを操縦するスポーツ。始めに英語でのレッスン（有料）へ
参加する必要があるため基本的な英語力必須。

デイリーアクティビティ
ーをご参照下さい

無料*

帆のついた小型ヨットのようなものを操縦するスポーツ。始めに英語でのレ
ッスン（有料）へ参加する必要があるため基本的な英語力必須。

デイリーアクティビティ
ーをご参照下さい

無料*

カヤック。1 人/2 人乗りあり。

デイリーアクティビティ
ーをご参照下さい

無料*

カヌーのようなボードに乗り、オールでこぐスポーツ。
1 人/2 人乗りあり。

毎日

お尋ね下さい

1 人乗り $120
2 人乗り $155

ボートに引っ張られながら、50m ほど空に上がるパラセーリング。飛行時間
は約 10 分、所要時間約１時間。

毎日

お尋ね下さい

10 分 $30

ボートに引っ張られたウォータータイヤに乗る 10 分間のチューブライド。

毎日

お尋ね下さい

20 分 $75
10 分 $45

ハーバーサイドからの水上スキーまたはウェイクボード。延長可能。
初心者の方はレッスン（英語）が必要です。レッスン代は別料金。インストラ
クターの指示を英語で正確に理解できる方のみ参加可。

毎日

お尋ね下さい

大人 $65
小人 $55

スリル満点のスピードボートに乗ってハミルトン島周辺をまわるエキサイテ
ィングなツアー。所要時間 30 分。

毎日

お尋ね下さい

$229
$40

ジェットスキーを自分で運転し、島周辺を散策するツアー。スピードが出る
ためインストラクターの指示を英語で正確に理解できる方のみ参加可。

毎日

8:15-12：00 半日 $149/179
12：15-16：00 １日 $239/269

ボートを借りて、デント島、ヘニング島など島周辺をご自身で周ってみませ
んか？スノーケル器具や釣り道具もお借りいただけます。英語の安全講習
ビデオが正確に理解できる方のみ参加可。

夕方から始まるツアー・・・別世界
お尋ね
下さい

Sunset On The Edge

毎日

Sunset Cruise & Dine

お尋ね下さい
出発
17:00-19:30

大人 $85
$35
大人$100
(13-17 歳) $55
(0-12 歳) 無料
(8-17 歳)

ヨットで夕日を眺めながらハミルトン島周辺をセーリングする 1.5 時間のツア
ー。ビール、シャンペン又はワイン付き。
夕食を食べながら、島周辺をクルーズ。ウェルカムドリンク付き。※お席は
通常４名１テーブルのため相席になる可能性があります。(約 2 時間半)

ランドスポーツ・・・島内のお気軽アクティビティー（一部予約不要）
-

バギーレンタル

-

ミニゴルフ Mini Golf

-

Ｐ１
-

Buggy Rental

ゴルフドライビングレンジ
Golf Driving Range

オフロードアドベンチャー
Off Road Adventure

ワイルドライフ
ハミルトンアイランド

(旧ワイルドライフパーク)

毎日

8:00-17:00

$59～

２時間～レンタル可能。24 時間で＄87。必ず日本又は国際運転免許証の
提示を求められます。21 歳以上。
子供からお年寄りまで楽しめるパターゴルフ。予約不要。

毎日

6:00-20:00

$16/$8

お尋ね
下さい

09:30-17:00

50 球 $23

お尋ね
下さい

お尋ね下さい

毎日

8:30-17:00

入園料
大人 $27
小人 $16
(3-14 歳)

コアラやカンガルーがいる小規模な動物園。コアラを抱っこして写真撮影可
能。(有料/予約制) 撮影時間 9：30
写真撮影＄40～、写真撮影のみのお客様は入園料はかかりません。

13:30-20:30

60 分$49
120 分$79

ボーリング場。1 レーンで 6 人までお楽しみ頂けます。予約不要。
子供が 1 人で運転するには、11 歳以上、身長 145cm 以上必要。
予約不要。 ※ビーチサンダルでの運転は出来ません

Wildlife Hamilton Island

-

アイランドボーリング

-

ゴーカート

-

スポーツクラブ

-

ゴルフクラブ

-

スパ・ウーメディリン

-

スパ・クオリア

Island Bowling
Go Karts
Sports Club
Golf Club

毎日

受付終了 20：00

１台＄159

毎日

09:30-17:00

10 分 $49
15 分 $59

毎日

6:00-20:00

無料*

毎日

7:00-17:00

18 ホール$160
9 ホール$110

打ちっぱなしゴルフ。予約不要。
大きな四輪バギーを運転して、ハミルトン島内の森の中を散策します。スピ
ード感、迫力満点の時間をお過ごしください！ツアーガイドが運転する 4 シ
ートのＡＴＶ車の選択も可能！その場合お一人様 $69。

ジム、エアロビ、テニス、バスケットボール等。一部要予約
ゴルフ場までの船代、ゴルフバギー料金込み。
要予約。 ※クラブ、靴のレンタルは別途かかります。

マッサージ・・・旅の疲れを癒しませんか？
Spa Wumurdaylin

毎日

9:00-19:00

60 分 $160～

オイルマッサージ等。要予約。

毎日
9:00-19:00 60 分 $170～ クオリア宿泊者のみ。ベストスパ賞 4 年連続受賞した極上スパ。要予約。
Spa qualia
*ウィットサンデーアパートメントにご宿泊のお客様は有料になります。

