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セイルズ イン ザ デザートホテルから徒歩5分
エミュー ウォーク アパートメントから徒歩5分
デザート ガーデンズ ホテルから徒歩10分
アウトバック パイオニア ホテル＆ロッジから徒歩15分
ロストキャメルホテルから徒歩3分
エアーズロック キャンプ場から徒歩15分

リゾート内を無料のシャトルバスが、
毎日午前10時半から午前12時半まで
20分おきに運行しております。

各ホテルからリゾートタウンスクウェア、
ウィンジリギャラリー、ウルルらくだ牧場、

キャンプ場発着。
＊ナショナルパークへは

行きません。
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無料シャトルバス

レストラン アートギャラリー

タウン スクウェア

サービスと施設

タウンスクウェア
までの所要時間

セイルズ イン ザ 
デザートホテル

ウルル
ミーティングプレイス

エミュー ウォーク
アパートメント
アカニ劇場

リゾートタウン
スクウェア

ロストキャメルホテル
2018年7月1日オープン

エアーズロック
キャンプ場

アウトバック
パイオニア
ホテル＆ロッジ

パイオニア
展望台

ナニンガ
展望台

リゾートコーチキャンプ場

ユーイング展望台
らくだ牧場

ウルル
展望台

イマルング
展望台

デザート
ガーデンズ
ホテル

ウォルパ ロビー バー
イルカリ レストラン
ピラ プール バー

マンガータビストロ＆バー
アングリ グリル

ゲッコーズ カフェ
エアーズ ウォック ヌードルバー
カラタ アカデミー カフェ

スーパーマーケット
銀行／ATM
郵便局
売店等
ツアー インフォメーション センター

セイルズ イン ザ デザート
ホテルの会議場

野外劇場

アストロ ハブ NEW

シャトルバス停留所

プール

駐車場

警察署

消防署

メディカル センター／医者

ガソリンスタンド

展望台

シャトルバス ルート

遊歩道

WIFI

インターネット カフェ

キャンプ場

レッド オカー スパ

プレイグラウンド

ジャイアント チェス

テニスコート

バレーボール コート

らくだ牧場

マルガラ ギャラリー

ミンキリ アート

ウィンジリ ギャラリー＆博物館 NEW

先住民アート マーケット

バウ ハウス
アウトバック  パイオニア バーベキュー＆バー
アウトバック  パイオニア キッチン
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6〜7ページに掲載されている.
ホテル設備とリゾート施設のご案内もご参考ください。
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エアーズロックリゾート
エアーズロックリゾートは、オーストラリア、ノーザン

テリトリー州のウルル・カタジュタ国立公園に隣接

する広大な宿泊施設。ウルルまでの距離は約20Km

（25 分）、カタジュタまでは約 55Km（50 分）で、道

はすべて舗装されています。

最高級のセイルズ イン ザ デザート ホテル、中央オー

ストラリアの動植物をテーマにしたデザート ガーデン

ズ ホテル、キッチン施設のあるエミューウォーク ア

パートメント、そしてオーストラリアの伝統を伝えるア

ウトバック パイオニア ホテル＆ロッジなど幅広い 4

つの宿泊施設の他、豪華なテント式のプライベートリ

ゾート、ロンギチュード131°もあり、お客さまのニー

ズにあわせたバリエーション豊富なご滞在を提供して

おります。

Ayers Rock ResortLongitude131°

Alice Springs

Kings Canyon

Alice Springs

Ayers Rock Resort

Longitude131°

ウェスタン
オーストラリア州

クイーンズランド州

ノーザンテリトリー

エアーズロックリゾート

アリススプリングス

ロンギチュード131°

アリススプリングス

エアーズロックリゾート

キングスキャニオン

ロンギチュード131°
ウルル

カタジュタ
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サンプル行程表　（日本語ガイド付き）

1日目
朝 エアーズロック空港に到着
 エアーズロックリゾートまでの送迎 
 自由時間　チェックイン　15:00

午後 カタジュタ（ウォルパ渓谷）とウルルサンセットツアー
 
夕食  サザンスカイバーベキューとスタートークツアー 

食後 フィールド オブ ライトパスに参加 
またはリゾート内でお食事 

（セイルズ イン ザ デザート ホテル内のバイキング 
形式レストラン イルカリがお勧め）  

 セイルズ イン ザ デザートホテル宿泊 
 
２日目
午前 ウルルサンライズ・登山・麓めぐりツアー  
   リゾート ショッピング センター内で無料アクティビ

ティーに参加
13:30 ショッピング センター内で昼食
16:00  先住民ダンスのパフォーマンス
 夕方 サウンズド オブ サイレンス星空ディナー
  セイルズ イン ザ デザートホテル宿泊  
 
３日目
朝食 出発まで自由行動 
午前 オプションナルツアーを楽しむ
 • ラクダで行くサンライズツアー
 •  ヘリコプター遊覧飛行 

（ウルルまたはウルルとカタジュタ）
 • アボリジニ ドットペンテイング体験ツアー
午前・午後 リゾートから空港までの送迎

もっとゆっくりしたいお客様にはもう一泊をお勧め。

3日目
早朝  キングスキャニオン１日ツアー（英語）

４日目
朝食 出発まで自由行動 
午前 オプショナルツアーを楽しむ
午前・午後 リゾートから空港までの送迎

INDEX
目次

エアーズロックリゾート.............................................. 4

ホテル設備とリゾート施設のご案内........................... 6

レストランとバー......................................................... 8

リゾート.ショッピング.センター..............................10

サウンド.オブ.サイレンス.星空ディナー.................. 11

フィールド.オブ.ライト.............................................12

体験ツアー................................................................14

英語の体験ツアー.....................................................15

セイルズ.イン.ザ.デザート.ホテル...........................16

デザート.ガーデンズ.ホテル....................................18

エミューウォーク.アパートメント............................19

ロスト.キャメル.ホテル............................................20

アウトバック.パイオニア.ホテル..............................21

ウルル.ミーティング.プレイス..................................22

ウルル・カタジュタ国立公園....................................24

ウルルカタジュタ 
国立公園

エアーズロック
リゾート
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■.日本語サービス
内線7442　（09:00 ～16:00）
緊急の場合：内線77（セイルズ イン ザ デザート ホテル フロント
デスク内緊急連絡）または内線 99（デザート ガーデンズ、アウト
バック パイオニア ホテル フロントデスク内緊急連絡）まで、｢ジャ
パニーズ スピーキング プリーズ｣とお申し付けいただくか、次の番
号におかけください。(外線 0) 0438-680-736（通話料有料）

■.節電システム　......
・  セイルズ イン ザ デザート ホテル、デザート ガーデンズ ホテル、

エミュー ウォーク アパートメント： カードキーをドアの横のソ
ケットに上から差し込むと電源が入ります。

・  アウトバック パイオニア ホテル： プラスチックのキーホルダー
を、ドアの横の箱に差し込むと電源が入ります。

■.電話　.
・  セイルズ イン ザ デザート ホテル： 客室間の通話は1を押してか

ら、お部屋番号を。
・  デザート ガーデンズ ホテル： 客室間の通話は2を押してから、

お部屋番号を。
・  アウトバック パイオニア ホテル： 客室間の通話は 3を押してか

ら、お部屋番号を。
外線におかけの際は、最初に0を押してください。（有料）
(例 )東京　03-9312-4567にかける場合
外線→国際通話番号→日本国番号→相手方電話番号
0 (2､ 3 秒待ってから)→ 0011→81→3-9312-4567

■.チェックアウト　......
午前10 時となっています。

■.郵便
フロントにて承ります。

■.メッセージ.
電話の赤いランプの点滅でお知らせします。受話器をお取りになる
とフロントで預かっているメッセージか、ボイスメールかをお知ら
せします。ボイスメッセージの場合は電話機の＊印を２回押します
と英語の音声テープが流れ、その後メッセージが再生されますの
で、受話器を取ったままお待ちください。再生後は“2”を押してメッ
セージを消去してください。

■.金庫（セイフティーボックス）
・  セイルズ イン ザ デザート ホテル、デザート ガーデンズ ホテル：

お部屋に備え付けの金庫（無料）をご利用ください。
・  アウトバック パイオニア ホテル： フロントにて無料で承ります。

チェックアウト後もご利用いただけます。

■.金庫の使い方
＜施錠方法＞
セイルス・インザ・デザートホテル
1. 金庫をしっかりと閉めた状態でリセットボタン（RESET）を押す。
2. そのまま金庫をしっかりと閉めた状態で4 桁の数字をいれる。
3. ロックボタン（LOCK）を押すと施錠完了。
デザート・ガーデンズホテル
1. 金庫をしっかりと閉めた状態で4 桁の数字をいれる。
2. シャープ（＃）を押すと施錠完了。
＜解除方法＞
1. 4 桁の数字をいれる。
2. 解除完了。

■.お部屋のお掃除.
通常13：00 ～ 17：00の間に致します。違う時間を希望の方は、入
室をご遠慮くださいのサインを外側のドアノブに掛けて、ホテルフ
ロントまたは日本語サービスまでご連絡ください。サンライズツ
アーにご参加のお客様で午前中に、お掃除をご希望の方は、前の
日にホテルフロントまたは日本語サービスまでご連絡ください

ホテル設備とリゾート施設のご案内

RESORT
INFORMATION
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■.モーニング.コール....
ご予約はホテルフロント、または日本語サービス（内線7442）まで
ご連絡ください。

■.両替
現金またはT/C、フロントにてお一人様 A$100ドル分 (セイルズ 
イン ザ デザートホテルはA$200)まで承ります。それ以上の金額
はショッピング センター内のANZ 銀行(月～金 9:30-15:00)をご
利用ください。 

■.喫煙
全室禁煙となっています。喫煙は、バルコニー、または屋外にてお
願い致します。（リゾート内施設、レストラン周辺等によっては、喫
煙場所が制限されている場合があります。）　

■.プール
プールのご利用は無料です。各部屋に置いてあるタオルをご利用く
ださい。
・ セイルズ イン ザ デザート ホテル： 7:00 – 23:00
・ デザート ガーデンズ ホテル： 6:00 – 22:00
・ アウトバック パイオニア ホテル： 6:30 – 22:00

■.コイン.ランドリー
・  セイルズ イン ザ デザート ホテル： フロントにてご案内します。

ランドリーのご利用、洗剤（ランドリールームに備え付け）は無料
です。

・  デザート ガーデンズ ホテル： フロントにてご案内します。ランド
リーのご利用、洗剤（フロント受け取り）は無料です。

・  アウトバック パイオニア ホテル： ロッジの共同トイレシャワー施
設の建物内にコインランドリーがあります。洗剤はフロントでご
購入下さい(A$1.5)。※洗濯機：4ドル、乾燥機：4ドル

■.WI.FI
・  アウトバックパイオニアホテル・ロッジ以外、全てのホテル客室、

ロビーとパブリックエリアは無料WI FI サービスを提供させてい
ただきます。

・  アウトバックパイオニアホテル・ロッジ 
３台まで：１時間：A$5、24 時間：A$10 、72時間：A$20

■.インターネットキオスク
リゾート ショッピングセンターのツアー インフォメーション セン
ター内、セイルズ イン ザ デザート、デザート ガーデンズのロビー
内、アウトバックパイオニアの休憩室内。

■.ルームサービス
24 時間。お部屋内のルームサービスメニューをご覧ください。 
 (内線33、エミューウォークアパートメント、アウトバックパイオニ
アホテルではルームサービスはご利用いただけません。)

■.レストランとバー
この冊子の10-11ページをご参照ください。ご予約はホテルフロン
ト、または日本語サービス（内線7442）までご連絡ください。

■.ツアーの予約
この冊子の14-15 ページをご参照ください。ご予約はホテルのフ
ロント、インフォメーション ツアーセンター、または日本語サービス

（内線7442）までご連絡ください。

■.リゾート..ショッピング..センター.とギャラリー
この冊子の8-9 ページをご参照ください。 

■.リゾート無料シャトルバス
リゾート内を時計回りに巡回する無料シャトルバスが、毎日10:30-
18:00及び18:30-00:30の時間帯に、約20 分毎に運行していま
す。各主要ホテル、リゾート ショッピング センターとエアーズロッ
ク  キャンプ場からご利用いただけます。

■.空港無料シャトルバス
空港からリゾートまで各ホテル間を国内線の発着時間に合わせて
無料で送迎致します。

■.ウィンジリギャラリー
ビジター センターウルル、カタジュタの歴史、地質、動植物、また
アボリジニの文化に関する展示をしており、ツアーデスク、売店も
あります。

■.リゾート.ルックアウト
ウルル、カタジュタの両方が見られる展望台はリゾート内に5 ヶ所
あります。この冊子の１ページの地図をご参照ください。

■.ウルル・カタジュタ国立公園
この冊子の24 ページをご参照ください。

■.エアーズロックリゾート内.無料アクティビティー
先住民族アボリジニのガイドが無料アクティビティーをご案内しま
す（英語のみ）。詳しい時間はフロント( 内線 99)、セイルズ イン 
ザ デザート ホテル内の日本語サービス( 内線7442)、または英語
パンフレットでご確認下さい。
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レストランとバー 
エアーズロックリゾートに滞在されるお客さまには、ご予算によって、ご自身で調理いただくバーベキューから、砂漠で星
空を楽しみながらお召し上がりいただく贅沢なご夕食まで、様々なレストランからお選びいただけます。季節によって、各
レストランの営業時間は変更となることがあるので、ホテルフロントまたは日本語サービス (内線7442) までご連絡くだ
さい。　

レ
ス
ト
ラ
ン

DINING 
& 
BARS 

●.イルカリ.レストラン
Ilkari Restaurant

06:00-10:30, 
18:00-22:00（冬）/18:30-22:00（夏）
■ インターナショナル
繊細なヨーロッパのペーストリーから温かいアジア
料理、スープまで、本格的な世界中のお食事。バイキ
ングスタイルの朝食と夕食は毎日オープン。夕食要
予約。モダンなアラカルト夕食メニューとお料理に
ぴったりのオーストラリア ワインが楽しめる。10 名
以上の予約も可。

●.ピラ.プール.バー
Pira Pool Bar

11:00-19:00
■ 軽食・ドリンク
リラックスな雰囲気のプールサイド バーでカクテル、
サラダ、ハンバーガーなど幅広いメニュー。毎日オー
プン。

●.ウォルパ.ロビー.バー
Walpa Lobby Bar

11:00から夜まで
■ 軽食・ドリンク
リラックスした雰囲気
で、ケーキセットやカ
ジュ アル な ラン チ や
夕食、そして食前の軽いドリンクから食後のナイト
キャップにぴったり。毎日オープン。

●.バックパック.ブレックファースト＆ボックス.ブレックファースト
各ホテルフロントでサンライズツアー前にお受け取りいただ
けます。ボックス ブレックファーストとバックパック ブレック
ファーストの２種類から選べ、早朝のツアーにお出かけの方に
最適です。メニューはリンゴまたフルーツ、ジュース、ミューズ
リとミルク、バナナパン、水、ミューズリバー、チーズ、クラッ
カー、ミントタブレット。
※ メニューの内容、ボックスとバックパックは写真と異なる場合があり

ます。

セイルズ.イン.ザ.デザート.ホテル
Sails in the Desert Hotel 

ボックス ブレックファースト バックパック  
ブレックファースト

イルカリ レストラン

イルカリ レストラン

ウォルパ ロビー バー
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●.マンガータビストロ＆バー
Mangata Bistro & Bar

■ 年中無休 06:30-10:30（冬）/06:00-10:30（夏）
11:30-17:00, 17:00-21:30
コンテンポラリーなデザインのインドアエリアとガー
デンに囲まれたテラスエリアでの食事が楽しめる。
ブッフェ式の朝食を始め、昼食や軽めの夕食にはサ
ンドウィッチ、バー
ガー、パ スタ、タパ
ス、サラダなど、そし
てバーでは各種カク
テルなどを提供する。

●.アングリグリル＆レストラン
Arnguli Grill & Restaurant

■ 年中無休 18:30-21:30　要予約
改装を終えたばかりのアングルグリル＆レストランで
は、ゴーストガムツリーの日陰でガーデンプールを見
下ろしながらの食事が楽しめる。上質なオーストラリ
ア産の素材を天然の
スパイス、穀 物、種
子などによってアレン
ジしたアラカルトメ
ニューとオーストラリ
アンワインが好評。

デザート.ガーデンズ.ホテル
Desert Gardens Hotel 

アウトバック.パイオニア.ホテル
Outback Pioneer Hotel & Lodge 

●.バウハウス.レストラン
Bough House

06:30-10:00, 18:00-21:30
■ アウトバック風
伝統的なオーストラリアの朝食。2コース／ 3コース
の夕食。毎日朝食のみオープン。季節により夕食オー
プン。

●.アウトバック.パイオニア.バーベキュー
Outback Pioneer BBQ

■ バーベキュー
人気のセルフ バーベキュー レストランで、毎日の生
演奏。世界中からの旅行者とお友達になるチャンス
も。毎日夕食のみオープン。

●.アウトバック.パイオニア.ボトルショップ
Outback Pioneer Bottle Shop

11:00-21:00
■ ボトルショップ
アウトバック パイオニア バーべキューバーではお酒
類のテイクアウエイが可能。

●.アウトバック.パイオニア.キッチン
Outback Pioneer Kitchen

■ テイクアウエイ
ピザやハンバーガー、サラダやサンドイッチなどが
良心的なお値段でご用意。毎日昼食と夕食のみオー 
プン。

リゾート.ショッピング.センター
Resort Town Square 

●.ゲッコーズ.カフェ
Geckos Café

12:00-14:30, 18:00-21:00（冬）/18:30-21:00（夏）
■ ビザ・パスタ
リラックスした雰囲気の中でグルメピザ、パスタ、
コーヒーやスナックなど。毎日、昼食と夕食のみオー
プン。

●.クラタ.アカデミ.カフェ
Kulata Academy Café

08:00-17:30
■ 軽食
エアーズロックリゾートのアボリジニ学校（アカデ
ミー）で勉強している研修生が経営するカフェ。バラ
エティー豊かなグルメサンドイッチやスナックとお飲
み物など。毎日オープン。

●.エアーズ.ウォック.ヌードルバー
Ayers Wok Noodle Bar

昼食・夕食時営業
■ テイクアウエイ
スープヌードルや焼きそばなど、アジア料理のテイク
アウエイ。季節によってオープン。

ゲッコーズ カフェ
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リゾート ショッピング センター
様々な種類のサービスとギフトショップをお客様に提供します。冷たいお飲み物、コーヒーなどを飲みながら、ご家族、
ご友人へ絵葉書を書いたり、ゆっくりおくつろぎいただいてはいかがでしょうか。 
※営業時間は予告なしに変更になる場合があります。予めご了承下さい。

買い物
Shopping 

●.ティーシャツ.ショップ
T-shirts Shop

毎日　09：00－17：00
芸術的で、ファッショナブルなデザインのT-シャツ
ショップ。

●.オージーコレクション
OZ Collection

毎日　09：00－17：00
オーストラリアの動植物を使った製品がある、オース
トラリアがテーマのお店です。家庭用品、ジュエリー
や芸術などを取り扱っています。

●.エアーズロック.デザインズ
Ayers Rock Designs

毎日　09：00－17：00
エアーズロックのロゴの入った衣類、小物などのお土
産。空港にもあります。

●.スーパーマーケット
Supermarket

毎日　08：00－21：00
食料品、生鮮食料品、精肉、パン、洗面用具、基本的
な薬類、ハエよけネットなど。 

●.ニュースエージェンシー
Newsagency

毎日　09：00－19：00
幅広い種類の国内、世界の新聞と文房具、雑誌、写
真の現像など。

サービス.
Service

●.ツアー.インフォメーション.センター
Tour Information Centre

毎日08：00－19：00
ツアーの予約サービス、 リゾート内や国立公園内の
情報の提供。 

●.ANZ銀行
ANZ Bank

月 ー 木　09:30 －15:00 / 金　09:30 －16:00 
 (土、日、祝日休業）

●.郵便局
Post Office

月ー金　09:00－17:00 / 土　09:00－12:00
（日、祝日休業）

●.美容室
Hair Salon

毎日　09:00－17:00（要予約）
営業時間は変更となることがあります。

食事
Restaurants

10-11ページをご参照ください。
リゾート.ショッピング.センターからの徒歩での目安
セイルズ.イン.ザ.デザート 5分
エミューウォークアパートメント 5分
デザート.ガーデンズ 10分
ロストキャメル 3分
アウトバック.パイオニア 15分
エアーズロック　キャンプ場 15分

RESORT 
SHOPPING  
CENTRE

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
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TALI WIRU
タリ.ウィル星空ディナー

SOUNDS 
OF 
SILENCE

サウンド オブ サイレンス 星空ディナー
砂漠で星空を楽しみながらバイキングスタイルの夕食を…

砂漠の中にある会場までバスで移動。ディジュリドゥの演奏を聴きながら、スパークリン

グ ワインとカナッペと共に、ウルルとカタジュタを眺めながらのサンセットをお楽しみい

ただきます。アボリジナルダンス ショーの後に、オーストラリアならではの食材を使った

グルメバーベキュー（３コース）を召し上がっていただきます。その後に、南の空のスター

トークへご案内いたします。日本語のスタートーク（有料）もあります。ディナーのご予約の

際にお申し込みください。

お勧めポイント
•. .ウルルとカタジュタサンセット
の同時鑑賞

•. .砂漠での星空ディナー、ハネ
ムーンにお勧め

•. .団体の方には貸切をお勧めしま
す(46名-300名、会場は人数
により変更)

サンプル行程（3月の場合）
サンセットの1時間前に出発
17:00-17:15  各ホテルから砂漠の会場へ (17:30 着 )
17:35  砂丘にて、ディジュリドゥの演奏を聞きながら、サン

セット。スパークリング ワインとカナッペ
18:05     ディナー会場へご案内 

アボリジナルダンスショー (日によって、サンセット
の際になる場合も)

18:20 ディナー開始
19:50 英語星空観測 (20:10 日本語星空観測 )
20:30 デザート
21:00 バスへご案内　(21:15-2:130 各ホテル帰着 )

含まれるもの
• ホテル送迎
• ディジュリドゥの演奏とアボリジナルダンスショー
•  ウルルとカタジュタのサンセットを眺めながらスパークリング ワインとカ

ナッペ
• ビール、ワイン、ジュース類（飲み放題）
•  スープ、バイキング形式グルメバーベキュー（バラマンディー、カンガルー、ビー

フ、ラム、鶏肉とブッシュサラダなど )
• 英語星空観測（日本語有料）
• デザート（バイキング形式）、ポートワイン
注意事項
• 毎日催行 (約 4 時間15分)
• スマート カジュアルな服装と履き慣れた歩き易い靴がお勧め
• 冬期（5月から9月）、夜はかなり冷え込むので暖かい服装がお勧め
• 10 歳以下のお子様の参加は不可
• 同日のカタジュタとウルルサンセットツアーには参加不可
•  アボリジニナルダンスショーは文化的イベント・儀式などにより、予告無しに

不催行となる場合があります。

砂漠の夜空の下でゆったりと堪能する4コース豪華ディナー
「Tali Wiru」先住民の言葉で“美しい砂丘”。美しいサンセットを
堪能しながら、シャンペンとカナッペで素敵な夜の幕開け。たそ
がれ時にテーブルにご案内し、各料理ごとにぴったり合ったプレ
ミアム・ワイン付きの4コースディナーをお楽しみいただきます。
含まれるもの
●ホテル送迎●ウルル、カタジュタサンセットを眺めながらシャ
ンペンとカナッペ●ディジュリドゥの演奏●４コースの夕食、オー
ストラリア産プレミアム・ワイン●英語星空観測●ホット・チョ
コレート、ポート＆コニャック●先住民族による歴史、文化など
の神秘的な話 – check
注意事項
※4月1日～ 10月15日( 毎日催行 約 4 時間15 分) ( 変更になる
場合もあります）※250メートルほど歩いた砂丘の頂上で夕食※ ス
マート カジュアルな服装と履き慣れた歩き易い靴がお勧め※冬期

（5月から9月）、夜はかなり冷え込むので暖かい服装がお勧め

お勧めポイント
•. .プレミアムワイン付4
コースディナー

•. .1日限定16名様

丘の上のテーブルへ
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デ
ィ
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ー
ツ
ア
ー

FIELD 
OF 
LIGHT 

＊ 「フィールド オブ ライト スター パス」、「フィールド オブ ライト ディナー」のサンセットパノラマビューとなります。「フィールド オブ ライト パス」には含まれ
ません。また、「フィールド オブ ライト ディナー」の夕食時にはご覧いただけません。

①..フィールド.オブ.ライト.パス.
Field.of.Light.Pass.（基本形商品）

所要時間：移動時間を含め１時間15分
ご出発時刻（季節による）：3便―サンセットの30 分後、１時間15
分後、２時間後
含まれるもの：
• フィールド オブ ライトの入場券（45分間の自由散策）
• 往復送迎

注意事項：
• FIT 及びグループに適用
• こちらのパスでは、小高い丘へのアクセスは出来ません。

●参考日程
１日目
午前・後 エアーズロック空港到着、空港からホテルへの送迎
午後  カタジュタ散策とウルルサンセット、ホテルで夕＋

フィールドオブライトパス ２または３：それぞれサン
セットの１時間15分後、２時間後の出発　（参考日程
２：カタジュタ散策とウルルサンセット＋サザンスカイ
BBQディナー）

２日目
午前 ウルルサンライズ・登山・ふもと散策
午後  自由行動、サンドオブサイレンス夕食　（参考日程２：

ホテルで夕食
  フィールドオブライトパス １＆２＆３便：それぞれサン

セットの30 分後、１時間15分後、２時間後の出発）

フィールド オブ ライト
ウルルを彩る光イルミネーション

２０１６年、国際的に知られている芸術家 ブルース マンロによって生み出されるフィール

ド オブ ライトがウルルにやってきます。彼のイルミネーションの中でも今までで一番大

きな規模で、日が沈むとともに、５万以上もの球状のガラスに光が灯されます。

この太陽光を利用した光の芸術は、壮大なウルルの景色の中に展示されます。エアーズ

ロックリゾートに滞在されるお客様は３つの方法でこの素晴らしく、一生思い出に残る芸術

の展示をご覧いただけます。

お勧めポイント
①フィールド.オブ.ライトパスには会場ま
での往復送迎と展示の入場券が含まれます。
②フィールド.オブ.ライトスターパスには①に
加え、小高い丘からのパノラマビューの景色、ス
パークリングワインやおつまみが含まれます。
③フィールド.オブ.ライト.ディナーには、②に加
え、ビールもご用意。また、先住民の伝統的
な食材“ブッシュ・タッカー ”を使用した
ビュッフェディナーも含まれます。

フィールドオブ 
ライト

フィールドオブ 
ライト360
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②..フィールド.オブ.ライト.スターパス.
Field.of.Light.Star.Pass.
〜丘からのサンセット付き〜

所要時間：移動時間を含め２時間30 分
ご出発：サンセットの30 分前（１日１回）
含まれるもの：
• フィールド オブ ライトの入場券
• 専用ツアーガイド( 英語 )
•  小高い丘からサンセットを一望しながら、ビール、スパーリングウインとソフ

トドリンクを楽しんでいただけます。
•  小高い丘からウルルを背景にフィールド　オブ　ライトを鑑賞。徐々に太陽

が沈んで、球状のガラスに光が灯っていく様子を楽しんで頂けます（15分程
度）

• 45分間の自由散策
• 往復送迎

注意事項：
FITに適用

●参考日程
1日目
午前・後 エアーズロック空港到着、空港からホテルへの送迎
午後 カタジュタ散策とウルルサンセット
 ホテルで夕食またはサザンスカイBBQディナー
２日目
午前 ウルルサンライズ・登山・ふもと散策
午後 自由行動
  フィールド オブ ライト スター

パス

③..フィールド.オブ.ライト.ディナー.
A.Night.at.Field.of.Light.
〜丘からのサンセットとディナー付き〜

所要時間：移動時間を含め４時間30 分
ご出発：サンセット１時間前（１日１回）
含まれるもの：
• フィールド オブ ライトの入場券
• サンセット30 分前に小高い丘へ到着
•  ディジュリドゥを聞きながら、スパークリングワインとおつまみを楽しんで頂

きます
• 先住民のダンスパフォーマンス
•  小高い丘からウルルを背景にフィールド オブ ライトを一望。徐々に太陽が沈

んで、球状のガラスに光が灯っていく様子を楽しんでいただけます
• 先住民の伝統的な食材 “ブッシュ　タッカー ”を使用したビュッフェディナー
• 英語でのスタートーク（星の解説）
• デザート/ 温かいお飲み物
• 30 分間の自由散策
• 往復送迎

注意事項：
FITまたは９名までの予約に適用

●参考日程
１日目
午前・後 エアーズロック空港到着、 空港からホテルへの送迎
午後  カタジュタ散策とウルルサンセット
 ホテルで夕食またはサザンスカイBBQディナー
２日目
午前 ウルルサンライズ・登山・ふもと散策
午後 自由行動、フィールド オブ ライト ディナー
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体験ツアー
詳しい情報はwww.ayersrockresort.com.au/experiences/をご参照ください。 
予約はセイルズ イン ザデザート ホテル内の日本語サービスへご連絡ください。 

ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ
ー

EXPERIENCES 
& 
TOURS 

❶..日本語.ロックコネクション. AAT.Kings社.

２大定番ツアー「カタジュタとウルルサンセットツアー」と「ウ

ルルサンライズ・登山・ふもとめぐりツアー」に空港・ホテル間

の往復送迎を含んだ、一番人気のパッケージ。国立公園の入園券

（3日間有効）が含まれます。詳しい情報はwww.aatkings.co.jp

をご参照ください。

旅程サンプル〔日本語ガイド付き〕
1日目
午前/午後 空港からホテルへの送迎
午後  カタジュタとウルルサンセットツアー 

（出発：毎日、日の入りの4時間前）
 サザンスカイバーベキューとスタートーク
  日本語ガイドとともにカタジュタを訪れる。展

望台に写真撮影の後、神秘的なウォルパ渓谷の
散策。夕方、ウルルサンセット観賞に移動。その
後、ウルルのふもとにあるバーベキュー会場に移
動。オージービーフやカンガルー肉などのバーベ
キューディナー（各種飲み物も含む）。食後、日本
語ガイドよる星空観測を楽しむ。

2日目
午前  ウルルサンライズ・登山・ふもとめぐりツアー 

〔出発：毎日、日の出の90分前〕
  ウルルサンライズ後に、、ふもとのマラウォーク

とカルチャーセンターへご案内。最後はクニヤ
ウォークにてムティジュルの水場や先住民の壁
画を観賞。また、登山口が開口で登山を希望の方
はマラウォークとカルチャーセンター見学の代
わりとして、ご自身の責任の下、登山に挑戦する
ことも可能。

午後 自由時間

3日目
午前/午後 ホテルから空港への送迎
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英語の体験ツアー

デザートアウェークニング.
エアーズロックリゾート

出発：毎日、サンライズの 
1時間前（英語）

サンセットの前に出発、軽い朝食とともに、
リゾート内の砂丘の上からウルルとカタジュ
タのサンライズを鑑賞。その後、ウルルの
麓を散策し、カルチャーセンターでアボリ
ジ二のアナング族の文化と歴史を学ぶ。

遊覧飛行ツアー
Professional.Helicopter.
Service./.Ayers.Rock.
Helicopters./.Ayers.
Rock.Scenic.Flights

出発：毎日（お客様のご希望に
合わせて）（英語）

ヘリコプターまたはセスナに乗って、
ウルルとカタジュタサンライズやサン
セットを楽しむツアー。

ドットペインティングワーク
ショップ.
Maruku.Arts

リゾートショッピングセンター：
10:30-12:00 （英語） 
13:30-15:00 （英語） 
毎日2本（英語）

アボリジ二のアナング族のアーティス
トから創世記物語の作品で使う記号と
絵の描き方を学ぶ。ご自身で作成した
絵はお土産として、お持ち帰り。

砂漠のハ虫類ツアー
Red.Desert.Reptiles

出発 : 毎日、2本( 英語） ウルルの砂漠に生息する動物達とのふ
れ合いが楽しめます。

スカイダイビング.ウルル　
Skydive.Uluru　 出発 : 毎日、数本（英語）

ウルルで最もエキサイティングなスカ
イダイビングでは、ウルル、カタジュ
タ、マウントコナーなどをご覧いただ
けます。

ハーレーダビッドソン.ライド
Uluru.Motorcycle.Tours

出発：毎日（お客様のご希望に
合わせて）（英語）

ハーレーダビッドソンに乗って、ウル
ルとカタジュタのサンラライズやサン
セットを楽しむツアー。ショートライド
もある。

ラクダで行くサンライズ、.
またはサンセットツアー
Uluru.Camel.Tours

出発：毎日、サンライズの1時間
前（英語） 
出発：毎日、サンセットの1時間
30 分前（英語）

ラクダに乗って、ウルルとカタジュタのサ
ンライズやサンセットを楽しむツアー。 
キャメルエクスプレス約１時間 30 分
砂漠の中をラクダに乗って歩くツアー
も あ る。（毎 日：10:30、 4 月 ～ 10 月： 
14:00）

ウルル.セグウェイ
Uluru.Segway.

出発 : 毎日、3 本（英語） 
サンライズの1時間前、 
昼間2本

ウルルやカタジュタをセグウェイで散
策しませんか。熟練のガイドが見逃せ
ないスポットにご案内します。

❷..カタジュタサンライズと風の谷散策ツアー（英語）. AAT.Kings社

カタジュタ展望台にて日の出を観賞後、カタジュタのふもと、風の谷第二展望台への散策。

毎日、日の出1時間半前（04:25-05:55）、所要6時間半　

❸.日帰りキングスキャ二オンツアー（英語）. AAT.Kings社

午前4:00または4:30に出発する、キングスキャニオン（ワタ
ルカ国立公園）への散策ツアー。３時間のリムウォークまたは
１時間のクリークウォーク。

4月-9月：04:30出発  10月-3月：04:00出発、所要13時間
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日本語サービス
Japanese Service

日本語サービスデスクはホテルのフロント

内にあります。

エアーズロックリゾート内４つのホテルに

滞在の日本人のお客様へ、質の高いサービ

スを提供します。

緊急の際は営業時間以外でも携帯電話で

対応しています。

レッド.オカー.スパ
Red Ochre Spa

セイルズ イン デ ザート ホテル内のレッド 

オカー スパで長い一日の後にリラックス

効果のあるエステ・マッサージをお楽しみ

いただけます。

マルガラ.ギャラリー
Mulgara Gallery

セイルズ イン デ ザート ホテルのロビー

にある、マルガラ ギャラリーでは、ローカ

ルの原住民の手によって作成された作品を

取り扱っています。優れたアートワークの

品々をお楽しみいただけます。

ホ
テ
ル

セイルズ イン ザ デザート ホテル
白いヨットの帆をイメージしたセイルズ イン ザ デザート ホテルはエアーズ 

ロックリゾート内で最も高級なホテルです。有名なマルガラ ギャラリーから

レッド オカー スパ、レストラン、バー、そしてすべての客室はアボリジニのア

ナング族の文化を取り入れた、モダンなインテリア デザインとなっています。

お勧めポイント
•.リゾート内のプレミアホテル
•. .アボリジニのアナングの文化と現
代文化がミックスしたデザイン

•.種類豊富なレストランとバー
•.充実した日本語サービスの提供
•. .ハネムーンやカップルにお勧め
・. .カンファレンスセンター
・. .151部屋あるツインルームは団体
に最適
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スペリアー ルーム
Superior Room
各部屋にはアボリジニのアナング族創世についての絵画と手作り
の作品が飾られています。

部屋数 210
広さ 37 ㎡
べットの種類 クィーンｘ２またはキングｘ１
最大人数 5人(ツイン)、4人（キング）

テラス ルーム
Terrace Room
各部屋にはアボリジニのアナング族創世についての絵画と手作り
の作品が飾られており、美しく改装されたホワイトガムに囲まれた
広いテラスではドリンクをお楽しみいただけます。朝食付き。

部屋数 16
広さ 37 ㎡
べットの種類 クイーンｘ２またはキングｘ１
最大人数 4人(ツイン)、3人（キング )

デラックス スイート
Deluxe Suite
各部屋にはアボリジニのアナング族創世についての絵画と手作り
の作品が飾られており、部屋はリゾート内で最も広く、リビング、
ベッドルームが付いています。一部ウルルが見えるバルコニーも。
朝食付き。

部屋数 2
広さ 83 ㎡
べットの種類 キングｘ１
最大人数 3人
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ガーデンビュー
Garden View
スタンダードルームは一階建てで、バルコニーまたはコートヤード
付き。

部屋数 134
広さ 29 ㎡
べットの種類 ダブルｘ２
最大人数 ４人(ツイン)、3人（キング）

デザートデラックス
Desert Deluxe
デラックスルームは二階建て、バルコニーまたはコートヤード付き
で、砂漠の風景をお楽しみいただけます。

部屋数 60
広さ 34 ㎡
べットの種類 ダブルｘ２またはキングｘ１
最大人数 ５人(ツイン)、３人（キング）

デッラクスロックビュー
Deluxe Rock View
一部分のデラックスルームではバルコニーからウルルを鑑賞する
ことも出来ます。

部屋数 24
広さ 34 ㎡
べットの種類 ダブルｘ２またはキングｘ１
最大人数 ５人(ツイン)、３人（キング）

デザート ガーデンズ ホテル
エアーズロックリゾートでの砂漠庭園に囲まれるスタイリシュな 4.5スターホテル

です。デラックス ロックビュー ルームでは、バルコニーでウルルを鑑賞しながら

モーニングティーやカクテルなどもお楽しみいただけます。

お勧めポイント
•.スタイリッシュな4.5スターホテル
•. .様々な植物に囲まれた静かなホテル
•.ガーデン.ウォークに最適
•.ウルルが見えるデラックスルーム
•.アングリグリル（コース夕食）
•.ハネムーンやカップルにお勧め
・. .127部屋のツインスタンダード
ルームと48部屋のツインデラック
スルームは団体に最適

ホ
テ
ル
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１ベッドルームアパートメント  
1 Bedroom Apartment
最大4人まで収容。ベッドルームとソファーベッドがあるリビング
エリア、キチン付きで、とても便利。

部屋数 40
広さ 55 ㎡
べットの種類 キングｘ１＋ソファーベッドｘ2
最大人数 ４人

２ベッドルームアパートメント 
2 Bedroom Apartment
最大 6人まで収容。２つのベッドルームとソファーベッドがあるリ
ビングエリア、キチン付きで、とても便利。

部屋数 23
広さ 74 ㎡
べットの種類 クイーンx1＋シングルx2＋ソファーベッドx1

＋収納ベッドx1またはクイーン x1＋ソファー
ベッドx1＋シングルx2

最大人数 6人

エミューウォーク アパートメント
リゾート ショッピング センターに隣接、ホワイトガムなど、オーストラリアの植物

に囲まれています。アパートメント タイプの宿泊施設で広々とした室内には自炊

設備のほか、ホテル同様のサービスもご利用いただけます。１ベッドルームと２

ベッドルームがあり、最大6人まで収容、家族旅行に最適です。

お勧めポイント
•.快適な4スターのアパートメント
•. .レストランをご利用いただくほか、
アパートにてご自身で調理も可能

•.家族と友人グループにお勧め
•. .リゾート.ショッピング.センターに
隣接

•.最大6人まで
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アート&ギャラリー.
Art & Galleries 

●.マルガラ.ギャラリー　Mulgara Gallery
セイルズ イン ザ デザートのロビーにあり、アボリジニの
アナング族の手によって作成された作品を展示。毎日オー
プン。

●.オージーコレクション　OZ Collection
オーストラリアの動植物を使った製品がある、オーストラリ
アがテーマのお店です。家庭用品、ジュエリーや芸術などを
取り扱っています。

●..ウィンジリ.アート＋ミュージアム　.
Wintjiri Arts + Museum
デザートガデンズホテルの近くに位置し、この先住民アート
ギャラリーは、定期的にリゾートに滞在されるアーティスト
の作品を展示。そして現地アナング族の作品も販売し、先住
民使っている薬とスキンケア製品、ジャムなどが含まれる。
毎日オープン

●.ミンキリ.アート　Mingkiri Arts

デザート ガーデン ホテルのロビーにあり、セントラ
ル オーストラリアのアボリジニによって制作された
ガラス製品、ジュエリー、陶器、珍しいゼブラロック
などを展示。毎日オープン。

ロスト キャメル ホテル
2018 年７月にオープン予定のロストキャメルホテルは、モダンで楽しいブティックスタイルのホテルで、エアーズロック
リゾートの中心に位置し、ウルルからわずか20 分です。アボリジニと都市型のテーマを融合させたデザインのロストキャ
メルは、フレッシュでエキサイティングな雰囲気をリゾートにもたらします。ホテルのプールにて日光浴したり、隣接する
リゾートタウンスクエアでは、ショッピングや数あるカフェでカジュアルダイニングを楽しんだり、無料ゲストアクティビ
ティーに参加したりできます。ザ・ロストキャメルホテルは７月１日
にオープンします。コンパクトなスタジオスタイルの客室は、明る
い色調と爽やかな白で彩られています。各部屋には快適なキング
ベッド（シングルベッド2台分け可）と独立したシャワーとトイレ
付きのバスルーム、オープンプランの洗面化粧台が備わります。

部屋数 100
広さ  22 ㎡
べットの種類 クインｘ１またキングシングルｘ２
最大人数 2 人

お勧めポイント
•.お洒落なブテイックホテル
•.カップルにお勧め
•. .リゾートシッピングセン
ターに隣接

ホ
テ
ル

LOST
CAMEL
HOTEL 

マルガラ ギャラリー ウィンジリ　アート＋ミュージアム
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スタンダードルーム
Standard Room
スタンダード ルームは広く、クイーンベッドとシングルベッドが一
つずつ、トイレとお風呂が設置されています。 

部屋数 125
広さ 26 ㎡
べットの種類 クィーンｘ１＋シングルｘ１
最大人数 ４人

● バッジェト ルーム(シャワー・トイレ付き)
Budget Room - with bathroom
部屋数 30
広さ 20 ㎡
べットの種類 ２段ベッドｘ２
最大人数 ４人

● バッジェト ルーム(シャワー・トイレなし)
Budget Room - without bathroom
部屋数 12
広さ 13 ㎡
べットの種類 ２段ベッドｘ１＋クイーンｘ１
最大人数 ４人

OUTBACK PIONEER LODGE アウトバック パイオニア ロッジ
ご家族、友人グループや学生に最適です。近くにテレビ、インターネット設備のある休憩室、共用キッチン、ランドリーもあります。

アウトバック パイオニア ホテル
手軽な料金で快適にご滞在いただけます。スタンダードとバジェットルームをご用
意。ご自身で調理するバーベキューレストランもあり、伝統的なオーストラリアのおもて
なしとリゾートらしい雰囲気を同時に楽しむ事ができる、ご家族にお勧めのホテルです。

● ドミトリー  Domitory  バックパッカーまたは学生の方向きのドミトリー。

タイプ 部屋数 ベッド数

ドミトリー（４人男女ミックス） 32 ２段ベッドｘ２（最大人数：４人）

ドミトリー（女性用） 1 ２段ベッドｘ１０（最大人数：２０人）

ドミトリー（男性用） 1 ２段ベッドｘ１０（最大人数：２０人）

お勧めポイント
•.快適な3.5スターのホテル
•. .自分で調理するバーベキューレスト
ランと毎晩の生演奏

•.家族と友人グループにお勧め
•. .バジェットルームやドミトリーがあ
り、アボリジニー文化を勉強される
学生グループにも最適
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ファンクション.スペース シアター カクテル 宴会場 会議室 ルームサイズ(m2) 天井の高さ
(m)

ジューング.ルーム(Tjungu.Room) 420 420 280 - 387 (23.5 x 16.45) 6
ワナリ.ルーム.(Wanari.Room) 306 306 200 - 309 (21.75 x 14.2) 3.4
ロンカタ　ルーム.(Lungkata.Room) 140 140 100 - 158 (10.86 X 14.56) 3

プレ.ファンクション　エリア - 120 - -
81.9 (6 x 13.65)

70.29 (21.3 x 3.3)
3

ジャラー (Tjala.Room) - - - 24 70 (9.15 x 7.59) 3.4
マク(Maku.Room) - - - 12 37 (4.85 x 7.59) 3.4
チャクラー (Tjakura.Room) - - - 12 37 (4.85 x 7.59) 3.4
野外劇場 350 200 160 - - -
セイルズインザデザート　プールサイド 500 500 - - -
デザートガーデン　　
プールサイド

280 300 180 - - -

屋外ダイニング 1000 1000 500 - - -
サウンドオブサイレンス.星空ディナー.1 - - 300 - - -
サウンドオブサイレンス.星空ディナー.2 - - 150 - - -
サウンドオブサイレンス.星空ディナー.3 - - 150 - -
円形競技場 1000 1000 500 - - -
アウトバック　バーベキューエリア＊ - - 200 - - -

*バーベキューエリアに設置された席のご利用。

ULURU 
MEETING 
PLACE

ウルル ミーティング プレイス
新しいカンファレンス.センター

ウルル ミーティング プレイスと名付けられたカンファレンス センターは

2012年10月に再建設されました。お客様には、エアーズロックリゾート内

のモダンなカンファレンス施設をお楽しみ頂きながら、文化と自然世界遺産

のウルルをご訪問いただけます。

宴会場の情報
http://www.ulurumeetingplace.com.au/events-to-inspire/spaces-and-venues/
indoor-venues

新しい施設
•. .シアター.スタイルで、最大420人が収
容可能の新しい宴会場

•. .シアター.スタイルで、最大306人が収
容可能の改装された宴会場

•.プレ.ファンクション.エリア
•. .最大３０ブースのトレード.ショーが可
能

•.自動車の展示が可能な新しい宴会場
•. .２つの宴会場はそれぞれ２部屋に分け
て利用が可能

ホ
テ
ル
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JQまたはVAにて到着

カジュアルなランチ
プールサイドまたは宴会場
メニュー :中華、アジア料理または洋食

グループチェックインの後、自由行動
カタジュタとウルル サンセット ツアー（日本語ガイド付き）- 
スパークリング ワイン＆カナッペ付き (14 ページをご参照
ください)

ディナーメニュー
バーベキュー、セットメニューまたはアジア料理をご用意

テーマディナー
http://www.ulurumeetingplace.com.au/events-to-
inspire/inspiring-themed-events/
•  アラビアン テーマナイト 

ラクダで会場に移動
•  アウトバック ディナー 

ラクダのファームにてカント
リー ウエスタンの音楽を聴き
ながら、アウトバック スタイル
のバーベキュー

•  プリシラ クイーン オブ ザ デ
ザート 
映画「プリシラ」のテーマをセッティング

屋外ディナー
•  プールサイドディナー 

プールサイドでの星空ディナー
•  サウンド オブ サイレンス星

空ディナー - 砂漠の星空ディ
ナー、２日目のガーラ ディナー
としてお薦め

•  ブラック タイ＆サンドシューズ
- 砂漠の星空ディナー、3コース
のセミ フォーマルなディナー。
２日目のガーラ ディナーとしてお薦め

•  タリ ウイル星空ディナー - ４コースのフォーマルな星空
ディナー。最大 20 名のグループにお薦め

貸切ウエルカム.セレモニー
http://www.
ulurumeetingplace.com.au/
events-to-inspire/inspiring-
encounters/
•  アボリジニのアナング族の土地

へようこそ - アナング族のウエ
ルカム セレモニー

•  先住民族ユースグループによる
ドラムの演奏

ウルルサンライズ・登山・ふもとめぐりツアー (日本語ガイド
付き)

ボックス朝食をご用意
カジュアルなランチ
プールサイドまたはファンクションルーム

先住民ダンサーズのパフォーマンス

ウルルでのユニークなアクティビティー
•  キャメル エクスプレス（15 ページをご参照ください）
•  ヘリコプターツアー 

ウルルとカタジュタを上空から

チームビルディング
•  ドット ペインティングまたはブーメラン ペイント ワーク

ショップ 
アボリジ二のアーティストから記号と絵を学ぶ。作成した
絵はお土産として、お持ち帰り。（最少１０名。最大人数は
催行場所により異なる）

•  先住民族のカルチャー ダンス 
ワークショップ 
先住民族のダンスを習い、コンテストを行う。カルチャー 
ダンサーが審査。（最少１０名。最大人数は催行場所に
よって異なる）

•  アメイジング レース 
テレビ ショーの再現。（各グ
ループ最大40名、3チームでア
レンジ）

夜の宴会（ガーラディナー）
貸切サウンド オブ サイレンス
星空ディナー（最少 60 名、最大
300 名、300 名以上の大型グ
ループは屋外ディナーの手配が
可能）

（詳細は10 ページをご参照ください）

その他可能な手配
•  ラクダに乗って行くサウンド オブ サイレンス。少人数のグ

ループにお薦め（最大50 名）
•  先住民族カルチャー ダンサーズのパフォーマンスまたは

先住民族アナング族のウェルカム セレモニー

朝　ホテルでの朝食

自由行動またはオプションナルツアーのご参加

ホテルから空港への送迎（日本語ガイド付き）

1日目 2日目

3日目

インセンティブ.グループのサンプル行程表

バンケットルーム
ウルルミーティング 
プレイス
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ULURU 
KATA TJUTA 
NATIONAL PARK

ウルル・カタジュタ国立公園
ここウルル・カタジュタ国立公園は、世界でも数少ない複合遺産に指定されています。1958 年に保護地域に指定され、
その後1985 年には土地の権利がアボリジニのアナング族の元に返還されたという歴史的にも大きな出来事の舞台と
なった地域です。また1987年に自然遺産に指定され、1994 年にはアナング族の文化と深いかかわりのある重要な土地
として文化遺産にもなりました。世界でも珍しい複合遺産である、歴史的にも魅力的なウルルは見逃せないスポットのひ
とつです。 入園料：大人 A$25(72時間有効)

ウルル.
ウルルの高さは 348m、周囲は10.6kmの雄大な一枚岩です。特に朝日、夕日

に照らされ、赤く輝くウルルは世界中の人々を魅了してきました。

登山
ウルルの伝統的所有者であるアボリジニのアナング族は文化的理由で、ウルル

の登山を勧めておりません。

カタジュタ
カタジュタ岩群は雄大なドーム型の岩が連なって出来ています。風の谷散策コース：7.4ｋｍ(約４時間 )です。

ウルルの年間気温、降水量と日の出・日の入り時間.
夏と冬のはっきりとした季節の違いがあります。夏には日中の気温が 40 度近くまで上がり、湿度は低め、冬は20 度前後です。冬の朝晩は

冷え込み零度近くまで気温が下がります。夏には肌を覆う軽装服、冬には重ね着のできる温かい上着を持参することをお勧めします。帽子

と日焼け止めクリームは一年を通して必需品です。靴は履きなれたウォーキング シューズがお勧めです。 

. 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
平均最高気温（ｃ）. 35.9 34.7 32.3 28.0 22.8 19.8 19.4 22.3 26.5 30.5 33.3 35.2
平均最低気温（ｃ）. 21.2 20.7 17.4 12.5 8.3 5.3 4.1 6.1 9.8 14.6 17.7 20
降雨量.(mm). 34 39 22 12 17 16 13 12 6 20 23 32
日の出. 06:09 06:32 06:47 07:01 07:15 07:30 07:31 07:14 06:42 06:12 05:50 05:50
日の入. 19:41 19:28 19:03 18:31 18:09 18:01 18:13 18:27 18:39 18:52 19:11 19:32

南半球の星空.
ウルルは光害もなく、空気も澄んでいる為、星空を観測するには絶好の場所です。日本（北半球）では見る事のでき

ないたくさんの星々をご覧いただく事が出来ます。また流れ星、更には人工衛星、宇宙ステーションも観測できるこ

ともあります。

ドロンで撮った 
ウルル


