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オーストラリアで最も魅力ある素晴らしい場所で忘れがたい体験ができる、
独
立系高級ロッジとキャンプの集合地です。

✈ ハミルトン島
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ラリア州

オーストラリアの高級ロッジでは、
ユニークな場所や人々と出会ったり、
貴重な
体験ができます。
また、常にご宿泊しているゲストの人数が少ないことからも、
非
常に特別な場所となっています。オーストラリアの太陽、
砂、
変化に富む風景、
そ
して限りなく広がる大地は、
次第に稀少なものとなりつつある贅沢な環境です。
これらのロッジは、
オーストラリア特有の新しいスタイル、
エレガンス、
そして最高
級の体験をご提供いたします。
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オーストラリアを最近訪れていない、
または全く訪れたことがないのにオース
トラリアを知っていると思っているなら、
ご注目ください。
オーストラリアの旅の環境は非常に発達しました。
この膨大な大陸の最も美しい、
そして最もオーストラリアらしい地域のあちこ
ちに、新しいタイプの非常に素晴らしいロッジやキャンプ場が作られています。

純粋に自然の多様性を満喫する贅
沢な体験という意味で、
オーストラ
リアに適う場所はありません...

今日オーストラリアには、世界からやって来る
富裕層のトラベラーやアドベンチャーを求め
る人々にとって魅力的な、数多くの体験志向
型の高級宿泊施設が整っています。2010年
に発足した
「オーストラリアの高級ロッジ」
は
メンバー制の協会で、
これらのロッジやキャ
ンプを代表して情報を発信しています。これ
は、
オーストラリアでの高級旅行体験を求め
る人々がチェックすべき、
中核的情報源とな
っています。
このコレクションにあるロッジは、
それぞれ独
立した形で所有、運営されています。しかし、
これは単なるホテルの
「グループ」
ではありま
せん。これは、志を同じくする起業家たちの
集まりです。彼らの各々は非常に強い情熱を
もって、洗練された世界のトラベラーたちが
明らかに求めている高級ながらもくつろげる
宿泊施設とカスタマイズされた体験を創り出
すために、
オーストラリアのユニークな地域に
大きな投資を行っているのです。
各々のロッジは、手つかずの自然風景、野生
生物、先住民の伝統、
自然、食べ物、
ワインな
ど、地域特有の様々な側面を紹介するための
独特な体験やアクティビティを提供していま
す。これは、
オーストラリアの新しいラグジュ
アリーとは何かを示し、
この国の並外れた多
様性を紹介する体験です。特に、
オーストラ
リアがもつ豊かで多様な食べ物とワインの文
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化を追求する独特な体験にフォーカスを当
てています。全体として、彼らはオーストラリ
ア特有のカジュアルなエレガンスと高級感を
反映した新しいスタイルを実現しています。
これらのロッジが目指すのは、
ゲストたちが
その土地を肌で感じ、彼らをその地に結びつ
けることに他なりません。特徴は、
これらのロ
ッジがどのくらい標準化されているかではな
く、各々がどのくらい異なる特徴を持ち、
オー
ストラリアでの多様性に富んだ本格的な体
験を実現しているかです。
そこには、海岸、砂
漠、砂洲、島、手つかずの自然などを特徴とす
るロッジや、奥地にある高級キャンプ場、
ブド
ウ園、
リトリート、料理を楽しむ場所など、様
々なタイプのものが含まれています。
これらのロッジには、単なる宿泊場所として
よりも、
はるかに大きな価値があります。これ
らは、時に人生を変えるような深く心に残る
思い出となる休暇を過ごすことこそが本当の
ラグジュアリーだと考える、
時間の感覚を忘
れさせる体験志向型のトラベラーたちに最
適な場所です。
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Arkaba
何百万年にもわたる地質学的活動により形成された古代の地形をもつイカラ-フリンダース山
脈では、
オーストラリアで最も印象的な奥地の風景のひとつを楽しめます。Arkabaは昔の大
牧羊場を豊かな野生生物自然保護区にした場所で、驚くほど多くの種類の鳥と野生生物が生
息しています。Arkabaでの本当の贅沢は、
この素晴らしい6万エーカーに及ぶプライベートな
自然保護区を、
わずか10人のゲストで独占するという特権です。
Arkabaの農家の邸宅は、素朴でありながらも上品かつ極めて高級感のあるスタイルで、豊か
な田園がもつ伝統に敬意を表しています。この農家にある5つの部屋は、厳しく険しい地形の
中にありながら、快適さとスタイルをゆっくりと楽しめるオアシスです。
ここでゲストは、全て準
備され専門ガイドが付いた奥地でのワイルド・ブッシュ・ラグジュアリー体験を通して、
オースト
ラリアの田舎にある昔ながらのホスピタリティを楽しめます。
低木地帯を歩き、永遠に生きているように見えるリバー・レッド・ガムに目を奪われながら川床
を辿ると、長い時の流れを目で見るようです。サファリドライブをすると、
ゴツゴツした砂岩の
断崖や先史時代の山脈が見えてきます。Arkabaの自然保護専門家と共に、
ここに生息する野
生生物を見て回ったり、最初の原住民のひとつであるアドナマトナ族の人々と一緒に散策した
りしませんか。
この原住民たちは、
ヨーロッパの探検家や入植者たちが現れるよりはるか前に
生まれたこの土地と、深く結びついています。遊覧飛行機でウィルぺナポンドにある古代の城
壁やトレンズ湖の塩田を上空から眺めたり、
ヘリコプターでArkabaの背に当たる虹色に輝くエ
ルダー山脈に沿って飛行したりして、
内なる冒険心を満たしましょう。ヘリコプターで星が輝く
夜空を飛行したり、世界で最も驚異的な地形のひとつとされるウィルぺナポンドの向こうに太
陽が沈むのを眺めながら、
誰もいない山頂で、
ただ一人グラスを傾けるといった体験もできま
す。




最寄りの国内線空港: ポートオーガスタ
ロッジまでの所要時間: 車で75分




最寄りの国際線空港: アデレード
ロッジまでの所要時間: 車で5時間、
または
アデレードからプライベート・チャーター
機で1時間、
またはカンガルー島からの直行
便で1.5時間



部屋/スイートの数: 5



8歳以上のお子様連れのお客様を歓迎します

Arkaba
イカラ-フリンダース山脈、南オーストラリア州
連絡先： +61 (0)2 9571 6399
または arkaba@wildbushluxury.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/arkaba

 WildBushLuxuryExperiences
 wildbushluxury
 WildBushLuxury

「専門ガイドに導かれ誰もいない場所に来ると、
素晴らしい生態系や、
この山脈に住む人々の歴史
の中にたちまち溶け込むことができます」
ヘレン・アンダーソン、
Australian Gourmet Traveller
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Bamurru Plains
メアリー・リバーの氾濫原にあるBamurru Plainsは、
オカバンゴ・デルタのオーストラリア版と
言えるでしょう。海岸沿いのこの氾濫原には、
オーストラリアに生息する様々な鳥や野生生物
の種の約3分の1が生息しています。一方、
カカドゥとアーネムランドは、
オーストラリア先住民
たちの文化の中心地です。ここは、魅力的なワイルド・ブッシュ・ラグジュアリーを体験するのに
最適な場所です。
Bamurru Plainsは、
オーストラリアの中でも最も多くの野生生物が見られる場所の一つとな
っています。
ここでは、氾濫原の上にタカや白サギ、青サギ、
バッファローなどと共に、何万という
カササギガチョウの姿が見られます。周辺の森林地帯には、
ワライカワセミ、
オウム、
オカメイン
コ、
スナイロワラビーなどが生息しています。Bamurruの専門ガイドは、
プロペラ船による氾濫
原の爽快なツアー、
オープンカーの4WD（四輪駆動車）
によるサファリツアー、釣りツアー、
四
輪バイクによるサファリツアー、
ガイド付きワイルドネス観察ウォーク、
ワニ見物のリバークルー
ズ、
カカドゥにある古代岩の博物館を鑑賞するツアーなどを提供しています。
朝はカササギガチョウの鳴き声で目を覚まし、快適なベッドの中から野生生物たちが次々と姿
を表す様子を眺めてください。木の上6メートルに設えた
「隠れ家」
から野生生物を見つけた
り、
のんびりと座りグラスを片手にゆったりと
「ワイルド・ブッシュ・ラグジュアリー」
の雰囲気に
浸ったりするのもよいでしょう。サファリロッジと300平方キロメートルにわたる周辺の地域
は、静かで特権的な奥地での体験ができるよう、宿泊客専用のものとなっています。




最寄りの国内線および国際線空港: ダーウィン
ロッジまでの所要時間: 車で3時間、
または軽
飛行機またはヘリコプターによる遊覧飛行で30分



サファリ・バンガローの数: 10



6歳以上のお子様連れのお客様を歓迎します

Bamurru Plains
トップエンド、
ノーザンテリトリー
連絡先： +61 (0)2 9571 6399
または bamurru@wildbushluxury.com

「Bamurruは非常に人里離れた場所にあり、驚く
ほど魅力的に作られたワイルドネスの中のロッジ
で... アフリカスタイルの低木地帯のラグジュアリー
です。湿地帯の上に建てられた高床式のBamurru
のロッジは最新式でありながら素朴な作りで、
スタ
ッフはジーブズからクロコダイル・ダンディーへと変
身できる人々です。」
Tatler

www.luxurylodgesofaustralia.com.au/bamurru

 WildBushLuxuryExperiences
 wildbushluxury
 WildBushLuxury

熱心なフィールドガイドから成るBamurruのチームが、
ゲストたちが低木地帯のストーリーに
入り込むことができるよう力を尽くす方で、
ロッジは、
ユニークなトップエンドのワイルドネスと
の密接なつながりを感じられる休息の場を提供します。
ここには周囲の低木地帯にしっくり溶
け込んでいるサファリスイートが10軒あるだけなので、外の世界があることを忘れてしまうほど
です。
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Capella Lodge
スタイリッシュなトラベラーの間だけで共有される秘密の場所Capella Lodge は、
ロードハウ
島で最高の高級リトリートです。オーストラリアの東海岸から飛行機に乗れば、訪問者たちは
本当の
「宝島」
にやって来られます。
ここには、時の流れの中で失われた楽園が完全な形で残さ
れています。
Capellaは、近代的なデザインが周囲の美しい自然にしっくりと溶け込んでいます。
チークの原
木材と白いリネンという控え目なスタイルが、
目を見張るように美しいゴワー山とリッドバード
山という本当のスターたちを引き立てます。ビーチスタイルのシックな室内装飾、島をテーマと
するアートの数々、
ヒロハケンチャヤシで囲まれたデッキ全体の中に洗練されながらもリラック
スした雰囲気が漂い、気楽なムードと裸足で楽しめるラグジュアリーを創り出しています。
高級ダイニングは大人気。
ここの独創的なメニューには、地元の魚介類と地元で採れた新鮮な
野菜がふんだんに使われています。長時間のんびりと戸外で楽しむシンプルなバーベキューラ
ンチは、
ハウ島の人々が好む伝統です。
ネズビーチの白金色の砂の上で行われる魚の給餌も見
逃せません。
緑に覆われたこの世界遺産指定地域は、雨林、砂洲、
ビーチから成るパラダイスで、
何百という
珍しい固有種の生物が生息しています。トレッキングの道は、
亜熱帯森林や素晴らしい野鳥が
飛び交う遠くの入り江まで続きます。海底には、世界最南のサンゴ礁があります。万華鏡のよ
うに色とりどりに輝くサンゴ礁の周りには多種多様な魚が泳ぎ回り、
スノーケルやグラスボート
で見物するのに最適な場所です。
のんびりしたオーストラリア風ビーチハウスの雰囲気が溢れるCapella Lodgeでは、完璧に日
常生活から切り離された時間を楽しめます。
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最寄りの国内線空港: ロードハウ島
ロッジまでの所要時間: 車で5分




最寄りの国際線空港: シドニー
ロッジまでの所要時間:
飛行機で2時間 + 車で5分



スイートの数: 9



10歳以上のお子様連れのお客様を歓迎します

Capella Lodge
ロードハウ島、
ニューサウスウェールズ州
連絡先： +61 (0)2 9918 4355
または reserve@baillielodges.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
capellalodge

 capellalodge
 capellalodge
 BaillieLodges

「ハウ島があたかもエデンの園のような純粋さ維持
している理由のひとつは、一時に訪れる観光客の数を
400人に制限していることでしょう。
そのうちの幸運
な20人は Capella Lodgeに宿泊できます。
ここは、
意外なほど高級でありながらもリラックスした隠れ家
となっています。」
マリオン・ヒューム、Time Magazine
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Cape Lodge
近くに煌めくインド洋の波の音が聞こえる、美しく手入れされた40エーカーの庭園やブドウ
園、
自然の低木林地の中に建つCape Lodge。
ここには、
田舎にあるプライベートなカントリー
ハウス・ホテル特有の数々の魅力を備えた洗練されたリトリートを求める人々がやって来ます。
旅先で家庭にいるように寛ぐゲストたちは、
ペパーミントの木陰やプールサイドで本を読んだ
り、活動的な人々はテニスやクリケットを楽しんだりできます。
またホテルで自転車を借り、
近く
のブドウ園、
ビール醸造所、
チョコレート職人のお店を訪ねることもできます。
Cape Lodgeの宿泊でのハイライトは、何と言ってもレストランでの食事でしょう。メニューに
は近くの海、地元の農場、
キッチン菜園から調達された地元の素材や自ら栽培した食材が使わ
れ、新鮮で独創的な料理が供されます。
マーガレット・リバー地域は、世界で最も自然が美しいワインの産地のひとつとされています。
こ
こでは、160キロに及ぶ手つかずの海岸線とビーチ、
カリの森林、石灰岩の入り江を楽しめます
ここには、世界一級のサーフィン、
スイミング、
アブザイレン、
マウンテン・バイキング、
ゴルフ、海岸
線に沿ったハイキングのサイトがあると共に、様々な種類のアートギャラリー、農業直営店、生
鮮食品店などもあります。
このプライベートなカントリーハウスには22の隔離された部屋とスイート、4寝室付きのプライ
ベート・レジデンスの他、8エーカーの独自のブドウ園があります。
ここではマーガレット・リバー
で最高の手作りワインのひとつに数えられるソーヴィニヨン・ブランとシラーズを産出しており、
ロッジのゲストだけが楽しめます。




最寄りの国内線空港: バッセルトン
ロッジまでの所要時間： 車で40分




最寄りの国際線空港: パース
ロッジまでの所要時間: 車で3.5時間

 部屋/スイートの数:
22 + 4寝室付きレジデンス


12歳以上のお子様連れのお客様を歓
迎します
（ポリシーを参照のこと）

Cape Lodge
Caves Road, Margaret River,
Western Australia
連絡先： +61 (0)8 9755 6311
または stay@capelodge.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
capelodge

 CapeLodge
 cape_lodge
 cape_lodge

「Cape Lodgeは、洗練されつつも気楽な魅力を、
こ
の森の中で常に変わることなく提供してくれます。
ここ
は、美しいマーガレット・リバーのワイン地域にある高
級なオアシスと言えます。」
ピーター・リグビー、www.thestarfish.com.au
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「El Questro Homestead は、
ザ・キンバリーの
中で最も魅力的なゲートウェイであることは間違い
ありません。
畏怖の念を抱かせる人生体験をするには、
ここに宿
泊するだけで充分です。」
エリザベス・ノウレス Australian Traveller 誌

El Questro Homestead
El Questro Homesteadは、遠隔地特有のホスピタリティと、西オーストラリア州キンバリー
地域の奥地にある自然あふれる景色を探訪する機会を非常に上手く組み合わせた場所です。
El Questroの広さは約70万エーカー。
ここは、険しい砂岩地域、渓谷、滝、
そして数多くの野生
生物が生息する、本当の意味で世界に残されたわずかな未開の地の一つです。
El Questro Homesteadは断崖の上にある小さなオアシスであり、
ここからはキャンべリアン
川とゴージを鳥瞰できます。ここは私有地で、
ゲストだけが楽しめる落ち着いた雰囲気の場所
です。
The Homesteadでは、幅広い体験ができることが大きな特徴です。
そこにはガイド付きの
4WDでのドライブ、低木地帯、文化、
自然を訪ねるツアー、
バードウォッチング、渓谷のハイキン
グ、澄み切った滝や岩のプールでのスイミング、遊覧飛行、遠隔地へのピクニック、釣りの小旅行
などが含まれています。
ドラマチックな土地を探訪した後、
ゲストたちはゼベディー・スプリング温泉に入ったり、古
代のBoabの木の下で読書をしたり、
キャンべリアン・ゴージを見下ろすプールで泳いだり
できます。
あるいは、現地のワラビーたちと一緒に、
ただゆっくりするのもよいでしょう。The
Homesteadは、人里離れた断崖の上にあるテーブルからThe Homesteadの広々としたベラ
ンダまで、
自分の好みのセッティングで最高の料理とワインを楽しめることで知られています。
The Homesteadは最寄りの町であるカナナラから車で90分で簡単に行けますが、
プライベ
ートな仮設滑走路を使ってアクセスすることも可能です。ここには9つの部屋とスイートがあ
り、一時に最大18人のゲストまで対応できます。
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最寄りの国内線空港: カナナラ
ロッジまでの所要時間: チャーター機で30分、
または車で90分




最寄りの国際線空港: ダーウィン
ロッジまでの所要時間: 飛行機で1時間 +
車で90分 またはチャーター機で1.5時間



スイートの数: 9



16歳以上のお子様連れのお客様を歓迎します

El Questro Homestead
Gibb River Road, East Kimberley,
Western Australia
連絡先：トールフリー (オーストラリア)
1800 837 168
電話 (米国) +1 716 276 0078
または dnaprpriority@delawarenorth.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
elquestro

 elquestro
 elquestro
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Emirates One&Only
Wolgan Valley
Emirates One&Only Wolgan Valleyは非常に高級なリトリートで、
シドニを北西へ2.5 時
間、世界遺産に指定されているグレーター・ブルー・マウンテンズ地域にあります。7,000エー
カーにわたるカーボンニュートラルな自然保護区と野生生物保護区の中にあるこのリゾート
は、隔離された場所で究極のラグジュアリーを実現したもので、典型的なオーストラリアの低
木地帯での体験ができます。
2つの国立公園に挟まれたこのリゾートでは、人里離れた地に生息するこの国特有の野生生
物、
ドラマチックな自然美、保護地区、
そして伝統を、最高の施設と素晴らしい食べ物、
ワインと
共に満喫できます。
全地域の僅か1パーセントを占めるに過ぎないこのリゾートには、美しく配置された独立型の
40のヴィラがあります。各々には専用のプール、両面型の暖炉、
プライベートなベランダが備
えられ、
そこからは目を見張るようなウォルガン・バレーとゴツゴツした砂岩の断崖を一望でき
ます。リゾートの中央にはMain Homesteadがあり、
ここにはいくつかのダイニングルーム、
伝統紹介区域、
そしてオーストラリア式ソダシ・スキンケアでリラックスできるサンクチュアリ
One&Only Spaがあります。
ここでは、野生生物サファリ、
自然散策、伝統ツアー、
マウンテン・バイキング、乗馬など様々なア
クティビティを通し、
この地特有の素晴らしい野生生物、
ドラマチックな地形、伝統を幅広く楽
しめます。さらにゲストたちは、毎日行われる自然保護活動に参加するよう勧誘されます。
そこ
では、
この特異な環境を将来も維持することができるよう、熱心なフィールドガイドと一緒に作
業をします。




最寄りの国内線空港: シドニー
ロッジまでの所要時間: 車で2.5時間




最寄りの国際線空港: シドニー
ロッジまでの所要時間: 車で2.5時間



ヴィラの数: 40



あらゆる年齢のお子様連れのお客様を
歓迎します

「何て表現したらよいのでしょう?
ここは美しいだけでなく
「賢い」場所で、世界最初の炭素
排出量ゼロを実現したリゾートです。
そこで失うものは
一切なく、真の意味で環境と深く関わることによって全て
を取り込むのです。スタッフのことをお話ししたでしょう
か？ 彼らは、職務を超えたサービスをする素晴らしいチ
ームです。
個性豊かで、
内陸にある自分たちの秘密の島に
対して、溢れんばかりの情熱をもっています。
ケイト・ブランシェットおよびアンドリュー・アプトン、
Mr & Mrs Smith review

Emirates One&Only Wolgan Valley
2600 Wolgan Road,
Wolgan Valley, New South Wales
連絡先： +61 (0)2 9199 1811 または
reservations@oneandonlywolganvalley.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
wolganvalley

 EmiratesOneandOnlyWolganValley
 WolganV
 WolganV

Emirates One&Only Wolgan Valleyは、
目を見張るようなオーストラリアの低木地帯で、本
当のラグジュアリーを体験できるめったにない機会を与えてくれます。
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Lake House
高級料理、
アート、
自然美、
そして世界一級のサービス。Lake House, Daylesfordへようこ
そ。
ここでは、美味しい食事とワインに対する強烈な情熱が感じられます。業界で名高い料理ディ
レクターであるアラ・ウルフ・タスカーが陣頭指揮を執る有能なホスピタリティ専門家によるチ
ームが、最先端の素晴らしいメニューと名高いセラーから集めたワインを提供します。
オーストラリアのトップレストランのひとつに数えられるLake Houseは2度にわたりChef
Hatsを受賞し、The Hot 50、Wine List of the Year、Australia’s Best Food & Wine
Experienceなど多くの権威あるレストランのリストでトップに選ばれています。
ホテルのシックなスタジオ、
スイート、
そしてリトリート・ヴィラは、下りて行くとデイルスフォード
湖に続く6エーカーの緑豊かな庭園の中にあります。各々には、高い評価を得たアーチストで
共同オーナーでもあるアラ・ウルフ・タスカーが敷地内に持つスタジオからのアートワークが飾
られています。
ゲストたちはクッキング・スクールが提供する実地体験型のクラスや実演に参加したり、Salus
Day Spaを訪ねたりする他、
テニスをしたり、
インフィニティ・プールのプールサイドでゆっくり
することもできます。
また、
ウォンバット州立森林公園まで曲がりくねって続く湖の小道を探訪
したり、徒歩で行けるチャーミングなヴィレッジを楽しんだりするのもよいでしょう。ワライカワ
セミが夕食を求めて飛んできます。コレーラ、
オカメインコ、
アカサカオウムも頻繁にやって来ま
す。森の道に沿って行くと、
たくさんのオーストラリアの野生動物たちの姿を見かけます。
遠く湖の向こうに陽が沈むと、多くのゲストたちはArgyle Library BarかLagoon Deckに集
い互いにその日のアドベンチャーについて語り合います。
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最寄りの国内線および国際線空港: メルボルン
ロッジまでの所要時間: 車で75分



スイートの数: 33



あらゆる年齢のお子様連れのお客様を歓
迎します

Lake House
4 King Street, Daylesford, Victoria
連絡先： +61 (0)3 5348 3329
または info@lakehouse.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
lakehouse

 LakeHouseDaylesford
 lakehousedaylesford
 LakehouseDF

「Lake Houseは本質的に、
ここの土地、季
節、地元の栽培農家やアーチストたちと非常
に密接な関係をもっているため、絶え間なく
進化し続けています。」
Luxury Travel誌Australia’s Best
Food & Wine Experience
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Lizard Island
グレート・バリア・リーフにある、
オーストラリア最北のアイランドリゾートであるリザード島は外
の世界から隔離され、
ケアンズから遊覧飛行機で砂洲の上を1時間飛んで行く以外にアクセス
手段はありません。
この島には40の部屋とスイートがあるリゾートが１つあるだけで、訪れる人々が最初に接する
のは、
この島の静けさと自然美です。
純粋な粉のような白砂のビーチが24もあるので、文字通りビーチを独り占めできます。クラム
ガーデン、
サンゴ礁、海洋生物が数多く生息するビーチから直接行って楽しめるスノーケリン
グ、砂洲の内側、外側から潜り、名高いコッド・ホールなど世界で最も知られたダイビングスポッ
トへ行くダイビング。
食の基本原理は、
シンプルで、地元の新鮮な農産物を活用することです。Saltwater
Restaurantのメニューは毎日変わります。
ゲストたちは隔離されたビーチで豪華なピクニック
ランチをしたり、
日没時にビーチサイドで2人きりの夕食を楽しんだりすることもできます。
Essentia Dayスパは、高級で贅沢な探訪すべき世界一級の釣り場、専用のディンギーで自分
だけの場所を発見するための川遊び、
そして、
リサーチ・ステーション・ツアーやダイビング、
ワイ
ンとチーズを楽しむサンセット・クルーズなど様々なアクティビテを満喫できる場所です。




最寄りの国内線および国際線空港: ケアンズ
ロッジまでの所要時間: グレート・バリア・リ
ーフ上空を飛ぶ遊覧飛行機で1時間



部屋/スイートの数: 40



10歳以上のお子様連れのお客様を歓迎します

「世界で最も感嘆すべき場所のひとつとされるザ・リ
ーフは、
ドアを開けたらすぐそこにあります。
スノーケリ
ングは、島にある24の白砂のプライベート・ビーチの
ひとつから直接行って楽しめます。船に乗って砂洲の
外側まで行き、
さらに色鮮やかなサンゴ礁や大きな魚
を見たりすることもできます... これまでリザード島は、
常にこの国のラグジュアリーの手本を示してきまし
た。そして、
それは今日も変わることはありません。
本当に、帰りたくなくなってしまうような場所です。」
ローリー・ワーナー、forbes.com

Lizard Island
グレート・バリア・リーフ、
クイーンズランド州
連絡先：トールフリー（オーストラリア）
1800 837 204電話（米国）+1 716 276 0104
または dnaprpriority@delawarenorth.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
lizardisland

 lizardisland
 lizardisland

リザード島にある全ての部屋とスイートからは、澄みわたったブルーの海をあらゆる角度から
眺めることができます。
自然美を取り込めるよう、
デザインはエレガントであっても控え目なもの
となっています。
リザード島のような場所は、他にはありません。
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「オーストラリアの正に真中にある高級ロッジ
Longitude 131°で壮観な眺めを楽しむなら、
そ
の鼓動を刻む最高のDune Pavilionをおいて他
にはありません。」
スー・ワレス、Robb Report

Longitude 131°
ウルルは何億年にもわたりオーストラリアの真中にありましたが、絶え間なく変化を続けていま
す。その壮大な姿を見るのに最高の場所は、Longitude 131°です。
ここには、赤さび色の景観
の中に高級パビリオンが集まっています。
砂漠の中にあるこの拠点は、
ラウンジ、
カクテル、岩鑑賞の場となるDune Houseのしゃれたサ
ンクチュアリを中心に四方に広がっています。この国の精神を象徴する大自然を展望しなが
ら、食事をお楽しみください。
ここでは、
国中から取り寄せたオーストラリア特有の様々な素材
や農産物を使った高級料理を堪能できます。Spa Kinaraに行き先住民の方法からヒントを
得たトリートメントでゆっくりしたり、
目を見張るようなウルルとカタ・ジュタを眺めながらデュー
ン・トップに陽が沈む頃、静かにグラスを傾けたりするのもよいでしょう。
一日の探訪を終えた後は、初期のパイオニア精神を感じながらテントで寛ぎましょう。
これは、
現代のトラベラーたちのために、
スタイルとサステナビリティを統合して新たに作られたもので
す。比類なきウルルの眺めは、
ベッドの中からでも、涼しい夜気の中に設えた暖かい特製ハンモ
ックの中からでも楽しめます。近代的な室内装飾、地元のアーチストによるアートワーク、
そし
て数々の最新設備を見れば、
この場所がもつ粗野なイメージが一掃されるでしょう。
いつまでもロッジに籠っていたい気分になるでしょうが、思い切って外に出てみましょう。世界
遺産に二重指定された手つかずの自然を探訪する独特な小旅行に行き、
この砂漠を象徴する
ものに関する裏話について学んでください。
それは地質学だけでなく、
この地に昔から住んでい
るアナング族と土地の間にある、時を経た長い繋がりに関するストーリーです。

20




最寄りの国内線空港: エアーズロック
ロッジまでの所要時間: 車で15分




最寄りの国際線空港: シドニー
ロッジまでの所要時間: 飛行機で3時間
+ 車で15分



スイートの数: 16



10歳以上のお子様連れのお客様を歓
迎します

Longitude 131°
エアーズロック (ウルル)、
ノーザンテリトリー
連絡先： +61 (0)2 9918 4355
または reserve@baillielodges.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
longitude131

 longitude131
 longitude131
 BaillieLodges
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Pretty Beach House
Pretty Beach Houseは、
リラックスしたラグジュアリーがギュッと凝縮した場所と言えます。
ここではくつろぎが感じられるのんびりした雰囲気の中、世界一級の環境で、典型的なオースト
ラリア海岸地域で味わう贅沢な体験を実現するパーソナライズされたサービスを楽しめます。




プリティ・ビーチの急斜面の上に建つこの洗練されたロッジは、古代のアンゴフォラの森の中に
あり、
のどかな自然美をたたえた、澄み切ったブロークン・ベイを一望できます。
非常にプライベートな隠れ家であると同時にアドベンチャー、
ロマンス、若返り、探訪の拠点で
もあるPretty Beach Houseで、
ゲストたちは思い切り休むこともできれば、心ゆくまで探訪を
楽しむこともできます。
海岸沿いの砂岩の崖伝いにあるハイキングトレイルを行くと、金色に輝くビーチと入り江に簡
単に行くことができます。この他、先住民の文化ツアー、舟遊びやセーリング、
ウォーター・スポ
ーツ、
マウンテン・バイキング、
テニスなどのアクティビティも楽しめます。
先住民は、煙の儀式で全てのゲストを歓迎してくれます。
そこでは歌や踊りが繰り広げられ、長
老がアボリジニ神話の夢の時代アルチェリンガのストーリーを聞かせてくれます。
これは、本当
に忘れがたい思い出となることでしょう。この儀式は、地元に住むダーキンジャン族が約1万年
も昔に創ったアボリジニのロックアートの近くで行われます。
このロッジは、完璧に設えられた4つのパビリオンがあるだけで、一時に最大8人のみ対応可能
な極めて稀な場所です。
才能豊かなシェフが用意する季節専用メニューがあるプリティ・ビーチ・ハウスでのハイライト
は、何と言っても食事です。
ここでは、低木地帯や土地の食べ物と、
キッチン・ガーデンから採り
たての新鮮な農産物を組み合わせて使っています。

最寄りの国内線空港:
シドニーまたはニューキャッスル
ロッジまでの所要時間: シドニーまたはニュ
ーキャッスルから 車で90分、水上飛行機で20
分（シドニーからのみ）、
またはヘリコプター（ニュ
ーキャッスルまたはシドニーから）
で20分




最寄りの国際線空港: シドニー
ロッジまでの所要時間: 車で90分、
または水
上飛行機またはヘリコプターで20分



スイートの数: パビリオン4棟



13歳以上のお子様連れのお客様を歓迎します

Pretty Beach House
83 Highview Road, Pretty Beach,
New South Wales
連絡先： +61 (0)2 4360 1933
または stay@prettybeachhouse.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
prettybeachhouse

 prettybeachhouse
 prettybeachhouse

全ての食事と飲み物（セラーリストは別）
の他、
パビリオンのミニバー、使い放題のWi-Fiとマウ
ンテンバイクも料金に含まれています。
「木の上の愛の巣… 低木地帯のパラダイスの中に
隠れたゲスト専用のPretty Beach Houseは、
ロマ
ンスに理想的な場所となっています。」
ベリンダ・コントミナスTravel Weekender,
The Sun Herald
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qualia
ハミルトン島北端の隔離された一画に位置し、
グレート・バリア・リーフの比類なき美しさに囲
まれたqualiaは、世界一級のラグジュアリーと卓越した現代デザインをユニークな形で実現し
ています。ここは、頭をリラックスさせながらも贅沢な気分を満喫できるようあらゆるものが周
到に考え抜かれた、本当に特別な場所です。
陽の光が降り注ぐqualiaの北端は、一日の中で移ろいゆく美しさを堪能できる理想的な場所
です。
ここには6つの独立したパビリオンがあり、
その多くには個別のプランジプールが付いて
います。
ゲストたちはそこで、
ウィットサンデー・パッセージ一帯に広がる息を呑むような眺めを
楽しめます。
このリゾート内で、qualia は2つの専用レストランの他、本格的なオーストラリアン・スパのメニ
ューを揃えた魅力的なSpa qualiaを提供しています。
ここでは、心身の相互作用のバランスを
整えるよう考案された、一連の元気回復のための総合的な施術を採り入れています。
qualiaのゲストたちは、
ウィットサンデー地域にある非常に魅力的なスポットに簡単にアクセ
スできるだけでなく、
ハミルトン島にある専用チャンピオンシップ・ゴルフコースで優先ティー・
オフの特権を利用できます。絵のように美しい風景を楽しめるこのコースは、
オーストラリアの
中で、島の上にある唯一の18ホールのゴルフコースです。
ここではビギナーもプロのゴルファー
も、
チャレンジングなプレーを楽しむことができます。
二人だけの時間を過ごすことが第一の目的なら、qualiaは無料でビーチへの送迎サービスを
手配してくれます。
これは、
隔離されたのどかなビーチで二人だけのグルメピクニックを楽しむ
最高のチャンスです。
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最寄りの国内線空港: グレート・バリア・リ
ーフ空港、
ハミルトン島
ロッジまでの所要時間: 車で5分




最寄りの国際線空港: ブリスベン
ロッジまでの所要時間: 飛行機で1時間40
分 + 車で5分



スイートの数: プライベート・パビリオン60、
一部はプライベート・プール付き



16歳以上のお子様連れのお客様を歓迎します

「qualiaは静かな青緑色のサンゴ海に面してお
り、Long Pavilionの屋外ロビーに一歩足を踏み入れ
た瞬間に、美しい景色が目に飛び込みます。
Windward Pavilionのプランジプールからの眺めは、
さらに素晴らしいものです。広々としたヴィラは地元の
木材と石材で造られており、装飾には自然の色が使わ
れています。
さらに、
ここは海の向こうに沈む夕日を鑑
賞するのに最適な場所に建てられています。」
ローリー・ワーナー、Forbes

qualia
ハミルトン島、
クイーンズランド州
連絡先： +61 (0)2 9433 3349
または reservations@qualia.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/qualia

 qualia
 qualiaresort
 qualia
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Saffire
Saffire Freycinetは、
タスマニアの東海岸沿いにある高級海岸サンクチュアリです。
ここでは、
洗練された、親密さ溢れるスタイルと感動的な体験を楽しめます。
ハザーズ山脈、
フレイシネット半島、
グレート・オイスター・ベイの澄み切った海を一望するよう
巧みに建てられたSaffireは、人間と息を呑むように美しい自然をうまく調和させています。




最寄りの国内線空港:
ホバートまたはローセンストン
ロッジまでの所要時間: いずれの空港から
も車で2.5時間




最寄りの国際線空港: メルボルン
ロッジまでの所要時間: ホバートまたはロ
ーセンストンまで飛行機で1時間 + 車
で2.5時間

レストランPalateでは、Saffireの経験豊かなチームが、
とれたての地元農産物が持つ本来の
味を生かした独創的な料理を用意してくれます。食事は、朝食からグルメ料理や アラカルトの
ディナーまでの全てが料金に含まれています。



スイートの数: 20



あらゆる年齢のお子様連れのお客様を歓
迎します

全てのゲストは、最高の設備を備えたスパと施設内のジムで元気を回復できます。感動的な地
形やリフレクティング・プールを一望するSpa Saffireの3つのリトリート・ルームのひとつで贅
沢な施術を楽しみながら、疲れた頭を休め、心をリフレッシュしてください。

Saffire
フレイシネット、
タスマニア州
連絡先： +61 (0)3 6256 7888
または stay@saffire-freycinet.com.au

ここには20の高級スイート、専用のデイ・スパ、
レストラン、
ゲスト用ラウンジ、
バーが揃ってお
り、洗練されたサービス、心身の健康、地元の美味しい料理、古代の地形、
そして豊かな野生生
物を讃える新しい体験を楽しめます。

シューテンアイランド・シグネチャー・エクスペリエンスは、
ゲストが東海岸でさらに新しい発見
ができるよう、特別に企画されたものです。これは人が住んでいない様々な島々や野生の低木
林地、隔離されたビーチなどを探訪するものです
タスマニアン・デビル・エクスペリエンスでは、
自然環境の中でタスマニアデビルを見たり、
この
絶滅の危機に瀕した種を救う努力に参加したりする素晴らしい機会を得られます。
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www.luxurylodgesofaustralia.com.au/saffire

 SaffireTasmania
 saffirefreycinet
 SaffireTasmania

「オープンする際に、
全ての要素を正しく選択でき
るリゾートは非常に少ないのです。
このホテルが素
晴らしいのは、
あらゆる面で正しい選択をしているこ
とです。
息を呑むような景色で目を楽しませたり、
豪華なスイ
ートやスパで贅沢な気分に浸ったり、
ダイエットなん
て考えるだけでも愚かだと思えるような素晴らしい料
理を楽しんだりしながら、
私たちは文字通り言葉をな
くしました。
そして、
その陰には努力があります。
」
ビル・ティコス、The Coolhunterオンライン第
一人者
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Sal Salis
オーストラリアの奥地と砂洲が出会う場所... Sal Salis Ningaloo Reefは、世界遺産に指定さ
れたケープレンジ国立公園の中の、
同じく世界遺産に指定されたニンガルー・リーフを一望す
る場所にあります。
ここは、
快適さとスタイルを楽しみながらテントを張って宿泊するエコ・リュ
クスなキャンプです。
この手つかずの美しい大自然の中にあるSal Salisは、傷つきやすいエコ・システムを保護する
ために大きな注意を払っています。宿泊施設としては、15の広々としたワイルドネス・テントと、
ハネムーン・テントが1つあります。
いずれも、
周囲の砂丘に溶け込むようデザインされています。
全てのテントの中に環境に優しいトイレと温水シャワー、
とびきり快適なベッドがあり、
どのテン
トからもインド洋を眺められます。キャンプのソーシャル面の中核となる施設にはラウンジやバ
ー、図書館エリアなどが含まれ、
そこは海岸の低木より高い位置にあるため、砂洲や砕波の向
こうまで見渡せます。シェフが料理する食事は、
共同の場所で供されます。
ここでの滞在での注目点は、何と言っても環境です。熱心なガイドから成るチームは、
いつで
もスノーケリング、
カヤックでの小旅行、
山脈のウォーキングなどのガイドをしてくれます。Sal
Salisは、
ジンベイザメ
（4月から7月）
やザトウクジラ
（8月から10月）
と一緒にスイミングを楽し
むには最適な拠点となります。夜はビーチに身を横たえ、天の川や南の夜空一杯に広がる星を
眺めてください。
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最寄りの国内線空港:
エクスマウス
（ラーモンス空港）
ロッジまでの所要時間: 車で1.5時間




最寄りの国際線空港: パース
ロッジまでの所要時間: 飛行機で2時間
+ 車で1.5時間



スイートの数: 15のワイルドネス・テント
と 1つのハネムーン・テント



5歳以上のお子様連れのお客様を歓迎します

「...行ってみたらテントの外にハンモックが吊るし
てありました。
そしてさらに重要なことに、そこでか
なり長い時間横になっていたら、
インクブルーの水
平線の辺りでクジラが潮を吹いたり背を丸めたり
するのが見えることが分かりました。」
マックス・アンダーソン、The Sunday Times

Sal Salis
ニンガルー・リーフ、西オーストラリア州
連絡先： +61 (0)8 9949 1776
または info@salsalis.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/salsalis

 Sal Salis Ningaloo Reef
 salsalisningaloo
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Silky Oaks Lodge
Silky Oaks Lodgeは、世界遺産指定のデインツリー国立公園に隣接した非常に美しい川沿
いの場所にあります。現代的でエレガントなクイーンズランド州最北部のスタイルを取り入れ
たロッジでは、環境的、文化的に配慮された体験やアドベンチャー、贅沢なレジャーを楽しむこ
とができます。この地域の周辺は、青々と茂る熱帯雨林や広大なサバンナなど多様な場所があ
る他、
グレート・バリア・リーフも近くにあります。ケアンズ空港から車でわずか1時間強、
ポー
ト・ダグラスからは20分のドライブで、誰もいないビーチや輝くサンゴ海に沿って曲がりくねっ
た舗装道路を行くと、素晴らしい風景を楽しめます。
ロッジでは、
トレイルのハイキング、
川泳ぎ、
カヌー、
スノーケリング、
ピクニック、
自転車での小旅
行、
ガイド付きの野鳥観察会、
川べりでのヨガなどのアクティビティを楽しめます。近くのモスマ
ンゴージでは、
ドリームタイム・ウォークなどガイド付きで先住民の生活を体験できます。ポー
トダグラスからわずか20分の所にあるこのロッジは、
グレート・バリア・リーフを探訪する日帰り
旅行の拠点としても最適です。
デインツリー国立公園に隣接した80エーカーの土地に美しく設えられたツリーハウスが40棟
あり、各々には大きなスパ式バスとバルコニーが付いています。




最寄りの国内線および国際線空港: ケアンズ
ロッジまでの所要時間: 車で60分



スイートの数: 40（リバー・ツリーハウスと
ツリーハウスを合わせて）



8歳以上のお子様連れのお客様を歓迎します

Silky Oaks Lodge
ザ・デインツリー、
クイーンズランド州
連絡先： +61 (0)7 4098 1666
または reservations@silkyoaks.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
silkyoakslodge

 silkyoakslodge
 silkyoakslodge

Treehouse Restaurantでは、地元で採れた質の高い農産物を使った現代のオーストラリア
料理が供されます。Healing Waters Spaでは、
ミネラルが豊富に含まれた川の水にヒントを
得た施術や、贅沢な有機ソダシを使った多様な施術を楽しめます。
「ここでは、
環境に鈍感ではいられない。
ロッジは、
デインツリー国立公園に接したところに
あります。
この国立公園には74種の哺乳類、
その倍
の種類の爬虫類や両生類、
そして330種の鳥が生
息しています...
ここは、適切なラグジュアリーと快適な設備や食べ
物が豊富に揃った、気さくな場所です...」
スーザン・クロサワ、Wish誌
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Southern Ocean Lodge
オーストラリアが提供する新しい種類の高級ロッジのパイオニアとして讃えられるこのリトリー
トは、
カンガルー島の石灰岩でできた崖の上にあり、別世界へと誘います。アデレードの海岸
近くにある、地元の人が
「KI」
と呼ぶこの島は、本当の意味でワイルドネスを体験できる休息の
場です。
ここには固有の野生種が数多く生息すると共に、岩だらけの海岸からは世界屈指のド
ラマチックな海の眺を楽しめます。
Southern Ocean Lodgeは、
この土地を肌身で実感できるよう、手つかずの自然、素晴らしい
高級料理、
ワクワクするような体験を盛り込んだパーソナライズされた旅程を上手く融合させ
ています。ここには、博物専門家のガイド付きハイキング、
野生生物を間近で見たり、海岸にあ
るオットセイが生息する大きな洞窟など
「KIの素晴らしさ」
を探訪したりするツアーなど、
あらゆ
るニーズに応えるアドベンチャーが揃っています。
Great Roomは、
このロッジの
「ハブ」
の機能を果たしています。人々が吊り下げ式暖炉の傍に
集い、楽しげなオープンバーから飲み物を注ぎ、高級料理や自慢の地元産のワインに舌鼓を打
っている背後には、見渡す限り素晴らしい景色が広がっています。
崖の上のカーブに沿って張り出した現代的なスイートのからは、
それぞれ荒涼とした南氷洋の
壮大な眺めを楽しめます。特注の室内装飾から暖かい感じがする石灰岩まで、
周到に施され
た数々のディテールによって、
リラックスしたラグジュアリー感あふれる雰囲気が醸し出されて
います。このような遠隔地にこのように素晴らしいリトリートがあるということが、Southern
Ocean Lodgeの魅力をさらに高めています。




最寄りの国内線空港: キングスコート
ロッジまでの所要時間: 車で50分




最寄りの国際線空港: アデレード
ロッジまでの所要時間: 飛行機で30分
+ 車で50分



スイートの数: 21



10歳以上のお子様連れのお客様を歓迎します

Southern Ocean Lodge
ハンソンベイ、
カンガルー島、南オーストラリア州
連絡先： +61 (0)2 9918 4355
または reserve@baillielodges.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
southernoceanlodge

 southernoceanlodge
 southernoceanlodge
 BaillieLodges

「Southern Ocean Lodge では素晴らしさと自然
が融合し、新しい興奮が生み出されています...それは
果敢で進歩的。
まさにワイルドネス・ワンダーランドの
女王と言えます。Southern Ocean Lodgeは、驚嘆
すべき場所に焦点を合わせた、
クールで落ち着いた双
眼鏡と言えるでしょう。」
メリンダ・スティーブンス、Tatler
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Spicers Peak Lodge
Spicers Peak Lodgeは海抜1,100メートルで、
オーストラリアで最も高い所に建てられた山
のロッジです。
ここは世界遺産に指定されたクイーンズランド州南東にあるメインレンジ国立
公園、
グレートディバイディング山脈、
シーニック・リムの息を呑むような眺めに囲まれた場所
です。
このロッジでは、
自然散策、4WDによるディスカバリー・ツアー、遊覧飛行機によるツアー、星
座鑑賞、
マウンテンバイクによるアドベンチャー、
夕日を見ながらのピクニックなど、
オーストラリ
アの大自然の中でもひと際美しいこの場所を身近に体験するために企画された、様々なアクテ
ィビティを用意しています。
建築学的観点から設計されたロッジ内および周辺の施設には、
インフィニティ・プール、
ホット・
スパ、
テニスコート、
ガイド付きの散策やマウンテンバイクによるトレイル、菜園、戸外でのキャ
ンプファイヤー、隔離されたピクニック・エリア、図書館と暖炉があるゲスト・ラウンジ、望遠鏡が
ある展望デッキ、温水プランジプール付きの施設内デイ・スパ、
バー、
レストランなどが含まれて
います。
ゲストたちはThe Peak Restaurantで、農産物、栽培農家、環境への敬意を込めた、本格的な
グルメ・ダイニングを体験できます。これらの価値観は完璧なテクニックで料理のスタイルの中
に反映され、
それは、
ゲストと料理評論家から高い評価を受けています。
Spicers Peak Lodgeには、10の高級スイートと2つのプライベート・ロッジがあります。
ここで
は、
クイーンズランド・ハイ・カントリー南東部でも屈指の美しさと険しさをもつワイルドネス地
域で、
リラックスできる宿泊施設と高級料理をユニークな形で最高のラグジュアリーとして融
合させています。




最寄りの国内線および国際線空港: ブリスベン
ロッジまでの所要時間: ブリスベンから車で
90分、
ゴールドコーストから車で2時間



スイートの数: スイート10室、
プライベート
・ロッジ2棟



あらゆる年齢のお子様連れのお客様を歓迎
します
（ポリシーを参照のこと）

Spicers Peak Lodge
Wilkinsons Road, Maryvale,
Scenic Rim, Queensland
連絡先： +61 (0)7 4666 1083
または peaklodge@spicersretreats.com
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
spicerspeak

 SpicersPeakLodge
 spicerspeaklodge
 peaklodge

「古代ナンヨウスギの森をゆっくり散策すると、高山リト
リート以外では最も高い所に位置するSpicers Peak
Lodgeが蜃気楼のように目の前に姿を現します。これは
雲の上に建つ素晴らしい2階建ての隠れ家で、
中に入る
のが待ちきれないほどです。」
ティアナ・テンプルマン、Escape
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The Louise
The Louiseはなだらかな丘の上にあり、
周囲は数百エーカーにわたるブドウ畑。
ここからは、
世界で名高いバロッサバレーを一望できます。15のスイートには各々専用のテラスが付いてお
り、隣接するブドウ園の素晴らしい景色を眺望できます。
ここでは、柔らかい現代的なデザイン
とアートワークが特徴となっています。




最寄りの国内線および国際線空港: アデレード
ロッジまでの所要時間: 車で75分



スイートの数: 15



10歳以上のお子様連れのお客様を歓迎します

The Louiseに宿泊したら、絶対に逃せないのはAppellationでの食事です。
これはオーストラ
リアでも屈指の地域特有のレストランのひとつです。Appellationの料理チームは、季節の変
化に合わせて活動します。彼らは自分たちのキッチン・ガーデンから収穫し、
自らパンを焼き、使
う肉の食肉処理と保存処理を行い、
ワインと食事を最も自然なパートナーとして讃えます。彼
らは新鮮さ、旬、
そして地元志向を強く支持しています。受賞歴に輝く充実したワインリストに
は、
バロッサ、
オーストラリア、
そして世界中から集めた最高のワインが揃っています。

The Louise Barossa Valley
375 Seppeltsfield Road, Marananga,
South Australia
連絡先： +61 (0)8 8562 2722
または stay@thelouise.com.au

ゲストたちは熱気球に乗って古代のブドウ園の上を漂ったり、
日の出の時間に、
この国固有の
低木林地でカンガルーと一緒に朝食のピクニックを楽しんだり、
ヴィンテージ・カーで絵のよう
に美しい谷間のツアーに出かけたりできます。
また、低木地帯を徒歩または自転車で回ったり、
自らワインをブレンドし、Appellationでそれに合わせた夕食を作ってもらったりしてはいかが
でしょう。
さらに、Appellationのシェフが食材を調達しに地元の農家の市場に行く時に同行
することもできます。ゲストたちは驚くほど素晴らしいワインと出合い、地元の温かい人々に接
し、世界屈指のワイン国にぞっこん惚れ込むことでしょう。






www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
thelouise
thelouisebarossavalley
appellationbarossavalley
thelouisebarossavalley
appellationbarossavalley

AppellationとThe Louiseが揃ったこの地は、舌の肥えたトラベラーたちにとって、食べ物、
ワ
イン、
そして高級な宿泊施設を楽しめる場所です。

「総合的アプローチと土地との密接な繋がりから生まれ
たAppellation（The Louise内) は、本格的な地域の味
を強調することで料理とワインを一体化します。」
ルイーズ・ラドマン、Australian Gourmet Traveller

36

37

True North
True Northでのアドベンチャーは、長い間、
オーストラリアで最も高く評価された観光体験の
ひとつとなってきました。全ての旅程は、
オーストラリアにある最も遠隔の海岸地域を本当に
「
体験」
したいと望む、高い見識のあるトラベラーたちのニーズに合わせで企画されています。
洋上で長い時間を過ごすことがないよう特に配慮され、毎日のアクティビティには散策、釣り、
スノーケリング、
ダイビング、
ピクニック、
自然の歴史や文化的イベントなど様々なものが含まれ
ます。True Northはオーストリアで登録された船で、
オーストラリア旅行の間、
オーストラリア
の海域を出る必要はありません。True North乗船中は、毎日アクティビティがあります。
目的地には、険しい山脈の全景、壮観な渓谷と雄大な滝が見られるキンバリー、魅力的なアブ
ロホス諸島、世界的に名高いニンガルー・リーフ、
モンテベロ諸島、澄み切ったローリー・ショー
ルを見どころとする西オーストラリア州にある手つかずの海岸地域、美しいシドニーと周辺地
域、
エア半島付近でのシーフード・サファリなどがあります。
True Northは、他の船が行けない場所に行けるよう考案されたものです。何艘かのアドベン
チャー・ボートはより遠くまで探索できるので、
ゲストたちは
「至近距離」
から大自然を体験でき
ます。ほとんどのクルーズには船上リコプターを利用するオプションがあるので、
さらに新しい
アドベンチャーが楽しめます。
ゲストの数は36人に限られ、全ての体験活動には22人のオーストラリア人乗組員が添乗しま
す。広々としたキャビンにはモダンな装飾が施され、
室内にバスルームが付いています。
True Northから下船するゲストたちが、常に
「これまでの休暇の中で、
これが最高だった！」
と
いう感想を述べる理由がお分かりいただけるでしょう。




最寄りの国内線空港: キンバリーからの出発
– ブルームまたはカナナラ
（旅行の方向による）
ロッジまでの所要時間: ブルームから10分
カナナラから1時間
（送迎サービス提供）




最寄りの国際線空港: パースおよびダーウィン
ロッジまでの所要時間:
飛行機で2時間 + 陸路移動



キャビンの数: 18



あらゆる年齢のお子様連れのお客様を歓迎
します
（ポリシーを参照のこと）

True North Adventure Cruises
連絡先： +61 (0)8 9192 1829
または cruise@truenorth.com.au
www.luxurylodgesofaustralia.com.au/
truenorth

 truenorthadventurecruises
 truenorthadventurecruises
 MVTrueNorth

「True Northで行くキンバリー海岸沿いのクル
ーズは、生涯一度は経験したい旅です。」
ジェリー・ホール、女優/モデル
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オーストラリアのとっておき...
オーストラリアにどっぷりと浸り、
オーストラリアならではの旅程を作るお
手伝いをします。
ここで紹介した以外にも、我々が推奨「共同」運営組織
が数多くあります。
それらは、
いずれも各々の分野において最高レベルの体験活動を提供す
るもので、高級ロッジでの旅をさらに豊かなものにするうえで大いに役
立ちます。

Australian Wildlife Journeysは、
オーストラリアにおいて独立した形
で野生生物探訪ツアーを所有、運営
している組織を紹介します。
これらの
組織は、
オーストラリアで最も注目す
べき自然環境に深く接することがで
きる、素晴らしい機会を提供していま
す。独特で人を夢中にさせるような
野生生物との出合いとしては、
クジラ
観察、有袋動物スポッティング、
スノ
ーケリングなどがあります。
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Discover Aboriginal Experiences
は、
アボリジニがガイドを務める、感
動的で目を見開かされるような体験
を集めたものです。
アボリジニの人々
は、
自分たち国を紹介し、独自のスト
ーリーを通して、
そこの土地を生き生
きとしたものにします。ここで提供さ
れる体験は、
四輪バイク、
カヤック、
ハ
イキング、
釣り、
泥カニ捕り、
観光、
アー
ト、食べ物など多岐にわたります。

Great Fishing Adventures of
Australiaは、海水、淡水、
フライフィッ
シングをこよなく愛する人々に、世界で
も指折りの多様性に富む環境の中で、
その情熱を充分に満たす機会を与えて
くれます。

Great Golf Courses of Australia
は、
オーストラリア屈指のゴルフコ
ースへのアクセスを提供します。
そ
こには、
「世界のコース・トップ100
」
にリストされている次の6つのオ
ーストラリアのコースが含まれてい
ます。Barnbougle Dunesおよび
Barnbougle Lost Farm、Kingston
Heath、New South Wales、Royal
MelbourneおよびRoyal Adelaide。

Great Walks of Australiaは、素晴ら
しい、
そして極めてオーストラリアらし
いウォーキング体験を提供します。
この
体験は、参加者たちを世界で最も壮観
な地域へと惹き込みます。これらのウ
ォーキングは、
オーストラリアの多様な
地形を足で探訪するようトラベラーた
ちを誘います。
そこでゲストたちは、和
気あいあいとした小さなグループで、環
境を深く理解しその価値を認識する専
門ガイドに導かれながら、改めて自然と
深く接する機会を得ることになります。

Ultimate Winery Experiences
Australiaは、
オーストラリアで最も名
高いワイン生産地域にある、受賞歴
に輝く最高のワイナリーが集まったと
ころです。これらのワイナリーは、単に
ワインを試飲して購入するためだけ
の場所ではありません。
そこでは、
ワイ
ン貯蔵室、
ダイニング、
プライベート・
ツアーなど、多岐にわたるユニークな
体験を提供しています。
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旅の計画を立てる
オーストラリアは、人々を温かく迎える、
アクセスしやすい場所です。そこは、感
動的な旅を実現する多種多様な場所
がある広大な土地でもあります。
そのた
め、旅のロジスティクスを計画するのは
容易でありません。

オーストラリアの高級ロッジのウェブサイトに
は、
この大陸の最も遠い場所や最も特別な場
所へ行く旅を計画するための有用なツールが
あります。旅のアイデアは、
目的地、体験、
また
は宿泊施設別に見ることができます。無駄のな
い旅程を組むためのアドバイスもあります。移
動時間を最小にし、信じがたいほど素晴らしい
場所での体験時間を最大化することが目的と
なります。

2

旅を計画する際は、
オーストラリアの高級ロッ
ジへの行き方またはロッジ間の移動に関する
有益なヒントが得られる簡単な情報が貴重な
ガイドとなります。プライベートジェットやチャ
ーター機がさらにアクセスしやすくなるよう、
ほ
とんどのロッジにはヘリポートがあり、
多くの場
合、臨時滑走路へのアクセスも簡単です。選択
した旅の目的地に直接予約する場合も、好み
の旅行専門業者を通して予約する場合も、
まず
luxurylodgesofaustralia.com.auから始める
のがよいでしょう。

ダーウィン ✈

18

8

5

14

カナナラ ✈

✈ ケアンズ
ブルーム ✈

11

ノーザンテリトリー
13

✈ ハミルトン島

エクスマウス ✈

クイーンズランド州

✈ アリススプリングス

Luxury Lodges of Australia

✈ エアーズロック (ウルル)

9

西オーストラリア州

オーストラリアで最も魅力ある素晴らしい場所で忘れがたい体験ができる、
独
立系高級ロッジとキャンプの集合地です。

16

南オースト
ラリア州

オーストラリアの高級ロッジでは、
ユニークな場所や人々と出会ったり、
貴重な
体験ができます。
また、常にご宿泊しているゲストの人数が少ないことからも、
非
常に特別な場所となっています。オーストラリアの太陽、
砂、
変化に富む風景、
そ
して限りなく広がる大地は、次第に稀少なものとなりつつある贅沢な環境です。
これらのロッジは、
オーストラリア特有の新しいスタイル、
エレガンス、
そして最高
級の体験をご提供いたします。

1

パース ✈

ニューサウス
ウェールズ州

4

はじめに

24 クアリア

4

アーカバ

26 サファイア

6

バムルプレインズ

28 サル・サリス

8

カペラ・ロッジ

30 シルキー・オークス・ロッジ

10 ケープ・ロッジ

32 サザン・オーシャン・ロッジ

12 エル・クェストロ・ホ
ームステッド

34 スパイサーズ・ピーク・ロッジ

14 エミレーツ・ワン&オンリ
ー・ウォルガン・バレー
16 レイク・ハウス
18 リザード・アイランド
20 ロンギチュード 131
22 プリティ・ビーチ・ハウス
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40 オーストラリアのとっておき…

10

ビクトリア州

1
2
3
4

luxurylodgesofaustralia.com.au
 LuxuryLodgesOfAustralia

42 旅の計画を立てる

 luxurylodgesofaustralia

43 ロッジ所在地

 luxelodgesofoz
 luxelodgesofoz

#luxurylodgesofaustralia

写真提供：Tourism Australia

5

アーカバ
バムルプレインズ
カペラ・ロッジ
ケープ・ロッジ
エル・クェストロ・ホームステッド

10 プリティ・ビーチ・ハウス
12 サファイア

14 シルキー・オークス・ロッジ

6

エミレーツ・ワン&オンリ
ー・ウォルガン・バレー

15 サザン・オーシャン・ロッジ

7

レイク・ハウス

17 ザ・ルイーズ

8
9

リザード・アイランド
ロンギチュード 131

タスマニア

11 クアリア

13 サル・サリス

16 スパイサーズ・ピーク・ロッジ
18 トゥルー・ノース

ロードハウ島 ✈

オーストラリア
首都特別地域

7

メルボルン ✈

36 ザ・ルイーズ
38 トゥルー・ノース

6

キャンベラ ✈

✈ アデレード
15

3

シドニー ✈

17

カンガルー島 ✈

2

ブリスベン ✈

12

ホバート ✈

オーストラリアで最も魅力ある素晴らしい場所で忘れがたい
体験ができる、独立系高級ロッジとキャンプの集合地

luxurylodgesofaustralia.com.au
 LuxuryLodgesOfAustralia
 luxurylodgesofaustralia
 luxelodgesofoz
 luxelodgesofoz
#luxurylodgesofaustralia

