
ハミルトン島HAMILTON ISLAND



抜 群の国 内 線アクセス/グレートバリアリーフのど真ん中/ 常 夏 / 豊 富なアクティビティ/ 最 高の食 事とワイン/ 様々な宿 泊 施 設 / 独自のコミュニティとイベント
ロケーションとアクセス 
ハミルトン島はオーストラリアのクイーンズランド沿岸から近
く、グレート・バリアの中心に位置します。74のウィットサン
デー諸島のうち、ハミルトン島は南北に4.5km、東西に3kmに
広がる人が居住する島としては最大であり、ブリスベンの北約
887km、ケアンズの南約512kmに位置しています（空路）。

ハミルトン島（空港コード：HTI）は、グレートバリアリーフで唯
一の民間空港を持つ島で、シドニー（2時間）、メルボルン（3時
間）、ブリスベン（90分）、その他のオーストラリアの都市からの
直行便があり、アクセスが便利です。また、本土のエアリー港か
らは、1時間の直行便があります。

ハミルトン島を選ぶ理由は？

お食事とワイン
レストランとカフェ 
ハミルトン島には種類豊富なレストランがあります。
ボミー-ハミルトン島ヨットクラブの高級レストラン
ザ・クラブハウス-ハミルトン島ゴルフクラブで景色を眺めながらランチ
コカチュー-オーストラリアの熱帯気候や南国の味にインスパイアされたアジアン料理
マンタレイ-マリーナを眺めながら、家族で楽しめるカジュアルモダン・オーストラリア料理
マリーナカフェ-マリーナで朝食、軽食、コーヒーが楽しめる
マリーナタバーン-カジュアルパブスタイルダイニング
マリナーズ-マリーナの絶景と新鮮なシーフードメニュー(14歳以上の方のみ)
ワンツリーヒル-パッセージピークとその周辺を眺めながら、軽食とお飲み物をどうぞ
ピッツェリア＆ジェラートバー-グルメピザ、自家製ジェラート、バリスタが作るコーヒーな
ど、家族で楽しめるのんびりした雰囲気のピッツェリア
プール・テラス-リーフビューホテルのプールサイドで、朝食、ランチ、ディナー
ロマーノズ-マリーナサイドの創作イタリアン
セイルズ-キャッツアイビーチを望むカジュアルプールサイドダイニング
タコ-本格的なメキシカンストリートフード
ハミルトンアイランド・ワイルドライフカフェ-島のワイルドライフ・サンクチュアリ内でコーヒ
ーと軽食をどうぞ

テイクアウト専門やバー
ビーチパビリオン/ボブズベーカリー/ボミーデッキ/ガーデンバー/アイスクリームパーラー/
アイランドバー/マリーナカフェ/マリーナターバン/ワンツリーヒル/ピッツェリア＆ジェラート
バー/ポパイズフィッシュ＆チップス/リーフラウンジ/セイルスバー
ご注意：ご利用いただけるレストランやカフェは変更になる場合があります。最新の営業日や営業時間はハミルトン島のウェ
ブサイトやアプリでご確認ください。レストランは事前にご予約されることをお勧めします。www.hamiltonisland.com.au/
restaurantbooking

IGAスーパーマーケット＆酒屋
商品豊かなIGAスーパーや酒屋はマリーナ内のフロントストリート南側に位置します。
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移動手段
空港送迎
ハミルトン島空港またはマリーナからホテルまで
無料送迎サービスをご利用いただけます

無料アイランド・シャトルバスサービス
便利な無料巡回バスが毎日7:00から23:00時
迄運行。

徒歩
島内では、殆ど徒歩圏です。キャッツアイビーチか
らマリーナまでゆっくり歩いて10分です。

ゴルフバギー
ゴルフバギーは島内の主な交通手段で、半日また
は終日のレンタルでご利用いただけます。
ご宿泊前の事前予約をお勧めします。
www.hamiltonisland.com.au/buggybookingからどうぞ。ホ
リデーホーム、ヨットクラブヴィラ、クオリアのお客様は、無料でご
利用いただけます。

ご注意：ゴルフバギーの最大定員は4名です。4歳以下のお客様
は、追加料金で提供される認可チャイルドシートまたはカプセルで
固定する必要があります（事前予約が必要です、バギー1台につき
最大2つの固定具を取り付けることができます）。運転手は21歳以
上で普通運転免許証、セキュリティー保証金が必要です。

気候
ハミルトン島は北半球のホノルルや南半球のモー
リシャスと同じ緯度に位置し、年間を通じて熱帯
気候で、平均気温は27°Cです。

アイランド・フリンジング・リーフ
船で約50分

グレート・バリア・リーフ  
船で約1時間半または飛行機で30分

ホワイトヘイブン・ビーチ 
船で約30分

ハートリーフ 
ヘリコプターまたは水上飛行機で約30分

1月 31°C / 87°F
2月 30°C / 86°F
3月 29°C / 84°F
4月 27°C / 80°F
5月 24°C / 75°F
6月 22°C / 71°F

7月 22°C / 71°F
8月 23°C / 73°F
9月 25°C / 76°F
10月  28°C / 82°F
11月 29°C / 84°F
12月 30°C / 86°F

ハミルトン島では、65種類以上のアクティビティが用意されており、あらゆ
る方々の興味、体力のレベルに合わせて選ぶことができます。グレートバリア
リーフやホワイトヘブンビーチへのクルーズ、ウィットサンデー諸島のセーリ
ング、オーストラリア屈指のゴルフコースでのラウンド、スパやプールでのリラ
ックスなどさまざま。また、20km以上あるウォーキングコースの散策やモー
ターを使わないウォータースポーツ等無料アクティビティもお楽しみいただ
けます。

島内アート教室/バギーラリー/ブッシュウォーキング-アイコントレイルを含
む20km以上のトレイル/クラウンフィッシュクラブキッズクラブ/ゲームセンタ
ー/ゴーカート/ハミルトン島ゴルフクラブ-18ホールチャンピオンシップコース
（詳細は裏面を参照）/ボウリング/キッズファンゾーン-ジャンプキャッスル、
フェイスペインティング、アート＆クラフト/キッズクワッド/ミニゴルフ/オフロ
ードアドベンチャー/パークラン/ショッピング/スパ/スポーツクラブとジム/
ワンツリーヒルでサンセットカクテル/テニス/ハミルトン島ワイルドライフ動
物園

遊覧飛行ウィットサンデー、ホワイトヘブンビーチ、グレートバリアリーフ、ハー
トリーフ、の上空をヘリコプター、飛行機、水上飛行機で遊覧できます。ジャー
ニー・トゥ・ザ・ハート - ヘリコプターでホワイトヘブンビーチ上空を飛行し、
ハートリーフのヘリポートで90分間ラグーンを探索するツアー（ハミルトン島
宿泊者のみ利用可)

ウォーターアクティビティカタマラン/ディンギーレンタル/グレートバリアリ
ーフへの日帰りツアー/ホワイトヘブンビーチへの終日、半日ツアー/ゲームフ
ィッシング/高速ジェットボート/ジェットスキーツアー/カヤック/ボートチャ
ーター/スキューバダイビング/シーカヤック/シュノーケリング/スタンドアッ
プパドルボード/チューブライド/タートルディスカバリーツアー/トワイライ
トクルーズ/各種島内プール/ウェイクボード、ウォータースキー/ウィットサン
デー諸島とグレートバリアリーフのダイビング＆シュノーケルツアー/ウィン
ドサーフィン
ご注意：利用できるアクティビティは変更になる場合があります。営業日や営業時間などの最新情報
は、ハミルトン島のウェブサイトまたはアプリでご確認ください。事前にご予約されることをお勧めしま
す。

アクティビティ



Beach Clubビーチクラブ–ブティック
ビーチクラブは、大人だけのオアシスです。トロピカルガーデンに囲まれた57の客室は、キャッツアイビーチに直接面しており、各客室には専用の中庭やバル
コニーがあります。ビーチフロントの素晴らしいロケーション、専用のインフィニティエッジプール、プライベートレストランとラウンジ、大人専用の空間、パーソ
ナルなサービス、ビーチクラブはまさにカップルのための場所と言えます。
ビーチクラブ　キングベッド1台またはツイン（リクエスト制）、最大収容人数2名/フロアプラン
ビーチクラブ限定特典
ビーチクラブレストランでのアラカルト朝食（毎日）/ハミルトン島空港送迎/マリーナ送迎/VIP送迎サービス/ターンダウンサービス/カタマラン、ウィンドサー
フィン、カヤック、パドルボード（SUP）、シュノーケリング用品の利用/ジム、スパ、サウナ、テニスコート利用/ビーチクラブラウンジとインフィニティエッジプール
の利用/無料WiFi

ご注意：18歳未満の方のご利用はご遠慮ください。

宿泊オプション
qualiaクオリア–プレミア・ラグジュアリー
クオリアはハミルトン島の最北端に位置し、ウィットサンデー諸島を見渡すことができる隠れ家的なホテルです。オーストラリアンスタイルの
オアシス、qualiaは、受賞歴のある豪華さとフレンドリーなサービスをご提供します。心の底からリラックスし、五感で存分に楽しむことができ
るよう、すべてに細心の注意が払われており、まさに特別な場所といえます。プライベートビーチ、2つのインフィニティエッジプール、2つのレ
ストラン、スパクオリアなどゲスト専用の設備が整っています。
リーワードパビリオン　広いサンデッキを備えたスタジオスタイル/1 xキングベッドまたはツインベッド（リクエスト制）、最大収容人数2名/フロアプラン
ウィンドワードパビリオン　プライベートプール付き1ベッドルーム/キングベッドまたはツインベッド（リクエスト制）、最大収容人数2名/フロアプラン
ビーチハウス　1ベッドルーム、プライベートプール、独立パビリオン、キングベッド2台またはツインベッド（リクエスト制）、最大収容人数4名/フロアプラン

宿泊と朝食がセットになった「クオリアクラシック」、宿泊と朝食、夕食がセットになった「クオリアグルメ」からお選びいただけます。
クオリア限定特典
ロングパビリオンでのアラカルト朝食（毎日）／冷蔵庫内ノンアルコール飲料（ブレンド飲料は含まれません）／プライベートプランジプール（ウィンドワードパ
ビリオンのみ）／電動ゴルフバギー利用／ハミルトン島内24時間送迎サービス／VIP空港送迎／マリーナ送迎／ターンダウンサービス／ペブルビーチでの
カタマラン、 ビーチカヤック、シュノーケリング、キャッツアイビーチでのウィンドサーフィン、パドルボード（SUP）／2つのプール、2つのレストラン、ジム、ライブ
ラリー、スパクオリアなどの宿泊施設利用／島のジム、スパ、サウナ、テニスコート利用／無料WiFi

ご注意：16歳未満の方のご利用はご遠慮ください。

https://www.hamiltonisland.com.au/HamiltonIsland/media/Originals/Floor-Plans/Hotels/800x600/Beach-Club/Beach-Club-Floor-Plan.jpg
https://www.hamiltonisland.com.au/HamiltonIsland/media/Originals/Floor-Plans/Hotels/800x600/qualia/Leeward-Floor-Plan.jpg
https://www.hamiltonisland.com.au/HamiltonIsland/media/Originals/Floor-Plans/Hotels/800x600/qualia/Windward-Floor-Plan-A.jpg
https://www.hamiltonisland.com.au/HamiltonIsland/media/Originals/Floor-Plans/Hotels/800x600/qualia/Beach-House-Floor-Plan.jpg


Reef View Hotelリーフビュー・ホテル – 広 と々した客室
リーフビューホテルは、非常に広く、設備の整った客室が特徴で、カップルや家族、友人同士のグループ旅行にも最適です。全室にプライベートバルコニーを
備え、島のトロピカルガーデンや珊瑚礁の海を一望できるほか、最上階には18室のスイートルームがあります。キャッツアイビーチの真向かいに位置し、島内
の多くのレストランやアクティビティに近い場所にあります。リーフビューホテルには、プール、レストラン、バー、ツアーデスクがあります。
ガーデンビュー・ルーム(1~4階）　クイーンベッド2台、最大4名まで宿泊可能/フロアプラン
コーラルシービュー・ルーム（5~18階）　クイーンベッド2台、最大4名まで宿泊可能/フロアプラン
キングコーラルシービュールーム（13~18階）　キングベッド1台ソファベッド1台、最大3名まで宿泊可能/フロアプラン
リーフファミリー・ルームマスターベッドルーム　クイーンベッド2台、隣接ベッドルーム-シングルベッド2台、最大6名まで宿泊可能(大人2名、12歳未満の
子供4名)/フロアプラン
リーフスイート（19階）　キングベッド1台またはクイーンベッド2台とダブルソファベッド1台、最大4名まで宿泊可能（ベッドルーム1室または2室
のテラススイートやプレジデンシャルスイートもご用意しております）/フロアプラン
リーフビューホテル、パームバンガロー限定特典
ハミルトン島空港/マリーナ間の往復送迎/カタマラン、ウィンドサーフィン、カヤック、パドルボード（SUP）、シュノーケリング用品の利用/ジム、スパ、サウナ、テニ
スコートの利用/定期運行の「アイランドシャトル」サービスの利用/キッズステイ＆イートフリープログラムの利用-大人と同室で寝具を使用する場合、0-12歳
のお子さまは宿泊無料、大人と一緒に食事をする場合、特定のレストランでキッズメニュー無料/Baby’s First Holidayアメニティ/無料WiFi/各種島内プールの
利用可能
リーフビュースイート限定特典
ハミルトン島空港/マリーナからホテルまでのVIP往復送迎/新聞/朝食（毎日）/4人乗りゴルフバギー（プレジデンシャル・スイートのみ）無料

Palm Bungalowsパーム・バンガロー–アイランドスタイルバンガロー
パームバンガローは、トロピカルガーデンの中にある49棟の独立したアイランドバンガローで構成されており、各部屋には専用のバルコニーと屋外家具が
備え付けられています。客室は広 と々しており、カップルや小家族向けに特別に設計されています。電子レンジ、調理台、冷蔵庫、調理
器具などを備えた簡易キッチンを備え、シンプルで魅力的な「自然に還る」体験を提供するロマンチックでリーズナブルなバンガローです。
パームバンガロー　キングベッド1台とシングルソファベッド2台、最大大人2名または大人2名と12歳未満の子供2名まで宿泊可能/フロアプラン
パームバンガローは、リーフビューホテルと同じ特典内容です。上記をご参照ください。

宿泊オプション

https://www.hamiltonisland.com.au/HamiltonIsland/media/Originals/Floor-Plans/Hotels/800x600/Reef-View-Hotel/Garden-View-Floor-Plan.jpg
https://www.hamiltonisland.com.au/HamiltonIsland/media/Originals/Floor-Plans/Hotels/800x600/Reef-View-Hotel/Coral-Sea-View-Room-Floor-Plan.jpg
https://www.hamiltonisland.com.au/HamiltonIsland/media/Originals/Floor-Plans/Hotels/800x600/Reef-View-Hotel/King-Coral-Sea-View-Floor-Plan.jpg
https://www.hamiltonisland.com.au/HamiltonIsland/media/Originals/Floor-Plans/Hotels/800x600/Reef-View-Hotel/Reef-Family-Room-Floor-Plan.jpg
https://www.hamiltonisland.com.au/HamiltonIsland/media/Originals/Floor-Plans/Hotels/800x600/Reef-View-Hotel/Reef-Suite-Floor-Plan.jpg
https://www.hamiltonisland.com.au/HamiltonIsland/media/Originals/Floor-Plans/Hotels/800x600/Palm-Bungalows/Palm-Bungalow-Floor-Plan.jpg


Hamilton Island Holiday Homesホリデーホーム–自炊設備を完備
ハミルトン島には、1～4ベッドルームで1～10人を収容できる個人所有の自炊用物件があります。レイアウト、外観、環境は、サイズや場所によって異なりま
すが、各ホリデーホームには、設備の整ったキッチンやランドリーがあり、庭やプールを備えています。 
リゾートサイド　キャッツアイビーチ、プール、リゾートセンターから徒歩圏内に位置する2～3ベッドルームの低層アパートメント。
スタンダード　1、2、3、4ベッドルームから選択でき、広 と々したリビングエリアからは、豊かな自然と海を望むバルコニーに出られます。
スーペリア　1ベッドルーム、2ベッドルーム、3ベッドルーム、4ベッドルームから選択でき、モダンで充実した設備が整っています。広いバルコニーから
は、珊瑚礁の海、緑豊かな土地、マリーナの景色が望め、リラックスして過ごすことができます。
デラックス　2ベッドルーム、3ベッドルーム、4ベッドルームから選択でき、広 と々したリビングに最新のスタイルとデザイン機能を備えています。島の高台
に位置するため、どの部屋からも素晴らしい景色を眺めることができます。贅沢な時間を過ごすのに最適です。
ラグジュアリー　マリーナの近くに位置し、2、3、4ベッドルーム、2以上のバスルーム、広 と々した開放的なリビング、大きなキッチン、水辺を望むバルコニ
ーを備えています。
ホリデーホーム限定特典 
4人乗りゴルフバギー1台（ゴルフバギーの追加レンタルも可能です。ご予約時にお問い合わせください）/カタマラン、ウィンドサーフィン、カヤック、パドルボー
ド（SUP）、シュノーケリング用品のご利用/定期運行の「アイランドシャトル」サービスのご利用/キッズイートフリープログラム：0～12歳のお子様（大人と一緒
に食事をした場合は、特定のレストランのキッズメニューが無料）/無料WiFi

Yacht Club Villasヨットクラブ・ヴィラ–最高の自炊設備を完備
ハミルトン島ヨットクラブに隣接し、ウォーターフロントに位置するヨットクラブヴィラは、息を呑むような眺望を誇り、プレミアムな宿泊施設をお探しのご家
族やご友人のグループにぴったりです。プライバシーとスペースに重点を置いて設計された4ベッドルームヴィラは、3～4階建てで、最大8名まで宿泊可能で
す。
ヨットクラブ・ヴィラ　キングベッド1台、クイーンベッド2台、キングスプリット1台。最大8名まで宿泊可能
ヨットクラブ・ヴィラ限定特典
4人乗りゴルフバギー1台/カタマラン、ウィンドサーフィン、カヤック、パドルボード（SUP）、シュノーケリング用品の利用/到着時のウェルカムバスケット/キッズ
イートフリープログラム：0～12歳のお子様（大人と一緒に食事をした場合は、特定のレストランのキッズメニューが無料）/ベイビーズファーストホリデーアメ
ニティ/無料WiFi

宿泊オプション



ベスト・オブ・ウィットサンデーズ
/ 毎日の朝食
/グレートバリアリーフ1日ツアー（クルーズウィットサンデ―社）
/ ホワイトヘブンビーチ半日ツアー（クルーズウィットサンデ―社）
/ ハミルトン島ワイルドライフへのご入場
/ ハミルトン島空港/マリーナからホテルへの送迎
/  カタマラン、ウィンドサーフィン、カヤック、パドルボード(SUP)、スノーケリン
グ用品の使用

/  ジム、スパ、サウナ、テニスコートの利用
/ 定期運行の「アイランドシャトル」の利用
/ キッズステイ＆イートフリープログラム（条件あり）
ビーチクラブ、リーフビューホテル、パームバンガローでのご利用となりま
す。（4泊以上）

ハミルトン島　パッケージ

クオリアシグネチャーエクスペリエンス
/毎日のアラカルト朝食
/クオリアのノンアルコール飲料すべて（ブレンド飲料は含まれません。）
/電動ゴルフバギー（ご滞在中）
/ ハミルトン島内の24時間送迎サービス
/ハミルトン島空港/マリーナからクオリアへのVIP往復送迎サービス
/ペブルビーチでのカタマラン、ビーチカヤック、シュノーケリング用
具の使用、キャッツアイビーチでのウィンドサーフィン、パドルボード（SUP）
ボーナス特典
/ 1泊分の宿泊費無料
/ご到着時にシャンパンボトルプレゼント
/プールサイドでのディナー1日分プレゼント
パッケージはクオリアでのみ利用可能です。7泊以上の滞在が必要です。

グレートバリアリーフでのダイビングまたはシュノーケリング
/毎日の朝食
/ グレートバリアリーフアドベンチャー（エクスプロア社）1日コース
 （昼食付き）、ダイビングとシュノーケリングの道具、ウェットスーツ、フロー
ティングジャケット（必要な場合）、リーフ解説（ルート上にて)
/ハミルトン島空港/マリーナからホテルへの送迎
/ カタマラン、ウィンドサーフィン、カヤック、パドルボード(SUP)、スノーケリン
グ用品の使用

/ ジム、スパ、サウナ、テニスコートの利用
/ 定期運行の「アイランドシャトル」の利用
/ キッズステイ＆イートフリープログラム（条件あり）
クオリア、ビーチクラブ、リーフビューホテル、パームバンガローでのご利用と
なります。（4泊以上）

ロマンティックエスケープ
/毎日の朝食
/ オンザエッジでのトワイライトサンセットセイル
/イタリアンレストラン「ロマーノ」またはビーチクラブレストラン
（ビーチクラブにご宿泊の場合）の3コースセットディナー
/ご到着時にスパークリングワインプレゼント
/ハミルトン島空港/マリーナからホテルへの送迎
/ カタマラン、ウィンドサーフィン、カヤック、パドルボード(SUP)、スノー
ケリング用品の使用

/ ジム、スパ、サウナ、テニスコートの利用
/定期運行の「アイランドシャトル」の利用
/キッズステイ＆イートフリープログラム（条件あり）
ビーチクラブ、リーフビューホテル、パームバンガローでのご利用とな
ります。（4泊以上）

ハミルトン島では、誰もが楽しめる様 な々パッケージを用意しています。カップルから家族、友人同士の旅行まで、あなたが求めるウィットサンデーの休日を実
現するパッケージが見つかります。世界的に有名なグレートバリアリーフやホワイトヘブンビーチへのツアー、ロマンチックなディナー、子供たちが喜ぶアクテ
ィビティなどが含まれており、コストを抑えられるだけでなく、選択肢も豊富に用意しています。

ご注意：ツアーは事前予約制です。ツアーは事前予約制となり、予約状況により変更となる場合があります。



パッセージピーク
20kmのウォーキングコース

（アイコントレイル、パッセージピ
ーク展望台、コーラルコーブ、エス
ケープビーチなどへのウォーキン

グコースなど）

パームバレー
ハミルトンアイランドエア
ー、ゴーカート、キッズクワ
ッド、オフトロードアドベン

チャーツアー

1  ハミルトンアイランドヨットクラブ
ボミーレストラン

2 マリナーズレストラン
3 ロマーノイタリアンレストラン
4 タコレストラン
5 マンタレイレストラン＆カフェ
6 マリーナタバーン

7 ピッツェリア＆ジェラートバー
8 マリーナカフェ
9 ポパイズ・フィッシュアンドチップス
10 ボブズ・ベーカリー
11 アイスクリームパーラー
12 ハミルトンアイランドゴルフクラブ
アイランドリンクフェリー

13 フェリーターミナル
14 IGAスーパーマーケット＆ボトルショップ
15 小売店
16 薬局
17 郵便局
18 トレーダー・ピーツ
19 ヨットクラブ・ヴィラ

マリーナヴィレッジ

ハミルトン島マップ
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キャッツアイビーチ
1 ビーチクラブ
2 リーフビューホテル
3 パームバンガロー
4 リゾートサイド・ホリデー・ホーム
5 プールテラスレストラン
6 セイルズレストラン＆バー
7 メインプールとアイランドバー

8 ブーゲンビリアプール
9 ドルフィンプール
10 ツアーデスク、小売店
11 スパ・ウーメディリン
12 ハミルトン島ワイルドライフ動物園
13 ビーチスポーツ小屋
14 アイランドボウリング

15 クラウンフィッシュクラブ
16 バギーハイヤー
17 コンファレンスセンター
18 ビーチパビリオン
19 コカチュ―

ハミルトン島北部
クオリアとホリデーホーム

発着ハブ
商業空港とホリデーホームの

受付

ハミルトン島ゴルフクラブ
18ホールのチャンピオンシップ

コースとクラブハウス

キャッツアイビーチ
以下、拡大図参照

ワン・ツリー・ヒル
展望台とカフェ、オールセイン
トチャペルとホリデーホーム

マリーナヴィレッジ
以下、拡大図参照
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ACCOMMODATION OPTIONS

コース・設備
18ホール、パー71、全長6,120メートル/全英オープン5回優勝のピー
ター・トムソンによる設計で、あらゆるレベルのプレーヤーに最適/オ
ーストラリアで唯一の島にあるゴルフコースで、壮大な景色が楽しめ
る/パッティングやチッピングの練習グリーン/レストラン、バー、プロ
ショップのあるクラブハウス/隣のデント島にあるため、アクセスは良
好。ハミルトン島マリーナ（マンタレイ横）よりアイランドリンクボート
で移動/グリーンフィーには往復ボート送迎と電動GPSゴルフバギー
が含まれる。

ハミルトン島ゴルフクラブ

アプリの特徴
/ハミルトン島内の毎日のアクティビティやイベントの開始時間、場所、詳細リストを掲載した「最新情報」ガイド/ハミ
ルトン島のあらゆる施設、アクティビティ、ゲスト向けサービスの詳細リストと予約方法のご案内/詳細マップでハミル
トン島をナビゲート/毎日のイベント情報を含む詳細なレストランとバーのリスト/ハミルトン島内のシャトルバスとフ
ェリーの時刻表/ハミルトン島のグレート・バリア・リーフ空港（HTI）のリアルタイムのフライト情報（出発・到着）/リア
ルタイムの天気予報

キッズファンゾーン
キッズファンゾーンは、フェイスペインティング、ジャンプキャッスル、アート＆
クラフトなど、お子様が楽しみながら新しい友達を作るのにぴったりの場所
です。
キッズステイ＆イートフリー*
一部の宿泊施設では、ご両親と同室で既存の寝具を使用する場合、12歳
までのお子様の料金が無料になります*。さらに、一部のレストランでご両親
と一緒に食事をし、お子様用メニューを選ぶと、12歳までのお子様の食事
代が無料になります。
クラウンフィッシュクラブ
ハミルトン島のチャイルドケアセンター「クラウンフィッシュクラブ」は、生後6
ヶ月から12歳までのお子様を対象としています。最新の開館日や時間は、ハ
ミルトン島のウェブサイトやアプリでご確認ください。また、島内には資格を
持ったベビーシッターのチームもおります。
赤ちゃんのファーストホリデー^
ハミルトン島では、赤ちゃん連れの旅行が少しでも快適になるように配慮し
ております。ベビーベッド、ハイチェア、ジョガーベビーカーなど、無料のアイ
テムの中からお選びいただき事前にご注文いただくと、ご到着時にお部屋
にご用意いたします。また、おむつやおしりふき、オーガニックベビーフードな
どの商品も購入できます。
*リーフビューホテル、パームバンガロー、ホリデーホームで利用可能です。レストランは、タコ、マンタレイ、プールテラス、セイルズから選択可能です。 

^リーフビューホテル、パームバンガロー、ヨットクラブヴィラで利用可能です。

ファミリーホリデー

ご連絡先
旅行会社様用予約課 Hamilton Island Holidays  P 137 333  E trade@hamiltonisland.com.au
予約課 Hamilton Island Holidays  P 137 333 or +61 2 9433 0444 outside Australia  E vacation@hamiltonisland.com.au or see your local Travel Agent
クオリア予約課 Luxury Consultant  P 1300 780 959 or +61 2 9433 3349 outside Australia E reservations@qualia.com.au or see your local Travel Agent
広報・営業部 Level 3, 100 Pacific Highway, St Leonards NSW 2065, Australia P +61 2 9433 3333  E sales@hamiltonisland.com.au 
イメージライブラリーはこちら www.hamiltonisland.com.au/imagelibrary 旅行会社様用ウェブページはこちら www.hamiltonisland.com.au/trade 
Hamilton Island QLD 4803, Australia  P +61 7 4946 9999  F +61 7 4946 8888  www.hamiltonisland.com.au  www.qualia.com.au   www.hihh.com.au

#HamiltonIslandをタグ付けしよう！
Facebook.com/HamiltonIsland
Facebook.com/qualia

Instagram.com/HamiltonIsland
Instagram.com/qualiaresort

Twitter.com/HamiltonIsland
Twitter.com/qualia

ハミルトン島日本語アプリ
ハミルトン島アプリはハミルトン島のさまざまな観光情報を閲覧いただける便利なポケットガイドです。iPhoneと
Androidに対応しており、無料でご利用いただけます！

Current as at April 2023. Hamilton Island Enterprises Limited.

年間イベント
ハミルトン島は、様々なイベントが開催される魅力的な場所です。
毎年8月に開催されるオーストラリア最大の陸上キールボート・レガ
ッタ、ハミルトン島レースウィークでは、選手、家族、友人が一堂に会
し、水上と陸上のカーニバルで友情を育みます。
ハミルトン島耐久レースシリーズは、5月から11月にかけて、4つの
耐久イベントを開催します。ハミルトン島丘陵ハーフマラソン、グレー
ト・ホワイトヘブンビーチラン、ハミルトン島トライアスロン、ハミ
ルトン島オーシャンスイムは、あらゆるレベルのアスリートを魅了しま
す。詳しくは、www.hamiltonisland.com.au/eventsをご覧ください。

https://www.facebook.com/hamiltonisland/
https://www.facebook.com/qualia
https://www.instagram.com/HamiltonIsland/
https://www.instagram.com/qualiaresort/
https://twitter.com/HamiltonIsland
https://twitter.com/qualia

