
サンゴの産卵
水温も上がり海況が良くなる事が多いベストシーズン

マンタ　ウミガメ　バラクーダの群れ　リーフシャーク　ポテトコッド（カスリハタ）　ナポレオン　回遊魚
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CAIRNSWelcome

オーストラリア大陸の北東に位置するクイーンズランド州の北部にある街。
日帰りで行ける海と森の世界遺産があるケアンズは1年中常夏で泳げます。

成田・関西空港～ケアンズ空港　ジェットスター航空（直行/7時間半）
成田空港～ケアンズ空港　ニューギニア航空（ポートモレスビー乗継）

ケアンズ空港～ケアンズ市内　8km（車で約10分）
ケアンズ空港～パームコーブ市内　25km（車で約30分）
ケアンズ空港～ポートダグラス市内　65km（車で約60分）
ケアンズ市中心部～パームコーブビーチ　20km（車で約25分）

ケアンズまでのアクセス

オススメ観光地

【世界遺産】キュランダ
世界で一番古い熱帯雨林のジャングル。
恐竜たちが生きていた約1億3500年前の世界にタイムスリップ。
キュランダ高原鉄道、アーミーダック体験、スカイレールなど
SNS映えの写真ポイントも多数！

パームコーブビーチ
シティエリアから車で北へ25分。
椰子の木が生え南国ムード漂う
ビーチリゾートエリア“パームコーブ”
隠れ家レストランや
美しい景観でちょっとしたひと休み。

現地支店が安心の24時間日本語サポート！
オプショナルツアーのお申込み、旅のご相談などお気軽にどうぞ。

H.I.S. ケアンズ支店
TEL：（+国番号61）07-4222-4810　FAX：07-4051-7125
住所：1Ｆ,Orchid Plaza,79-87 Abbott St.,Cairns QLD 4870,Australia 
営業時間：月～金 9:00～18:00、土・日・祝 9:00～13:00、15:00～18:00
休業日：年中無休（ただし、12/25、1/1のみ休業）

アーミーダック体験（イメージ） キュランダ高原鉄道（イメージ）

コアラと一緒に朝ごはん（イメージ）

パームコーブビーチ（イメージ）

ケアンズ支店（イメージ）

無料サービス

★インターネット（Wi-Fi）接続
★お水、ソフトドリンクのサービス
★両替サービス（手数料無料）　など

●旅行企画・実施

●お申し込み・お問い合わせ

観光庁長官登録旅行業第724号　〒163-6029 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 オークタワー 29階

弊社のサービス・対応に関しましてお気付きの点、ご意見等がございましたら、お客様相談室にご連絡下さい。【お客様相談室】03-5908-2505（平日/10：00～18：30　土曜/11：00～16：30）※日・祝はお休みとさせていただきます。

スポーツイベントセクション 詳しくはホームページをご覧ください。 http://www.sports-his.com

東 京 03-5360-4681
横 浜 045-410-1571

＜営業時間＞月～金曜／ 11:00 ～ 19:30　土曜／ 11:00 ～ 18:30　日曜・祝日／ 11:00 ～ 18:00
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル1F　総合旅行業務取扱管理者　生岡 陽

＜営業時間＞月～土曜・ 日曜・祝日／ 11:00 ～ 19:00
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-6-1 横浜ファーストビル11F　総合旅行業務取扱管理者　森 雅弘

ケアンズ・グレートバリアリーフ　ダイビング

C A I R N S
G R E AT

B A R R I E R
R E E Fケアンズ駅

ケアンズセントラルショッピングセンター

水族館

スイミング・ラグーン

マリーン・ジェッティー

リーフ
フリート
ターミナル

ワイルドライフ・ドーム

ヒルトン・ケアンズ

シャングリラ

ナイトマーケット
プルマン・リーフカジノ

パシフィック・ケアンズ

ノボテル・オアシス・リゾート

サザンクロス・アトリウム・アパートメント

DFS

ウールワース

ケアンズ美術館

レイク通り

グラフトン通り

アボット通り

エスプラネード通り

ツアーデスク
オーキッドプラザ内
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ケアンズ市内
マップ



ポートダグラス

ケアンズ

グリーン島

ノーマンリーフトロッポス

フィッシュボール

ゴードンズ

スリーシスターズ

ヘイスティングリーフ

フリンリーフ

ミルン
リーフ

ダイブサイト

アウターリーフまで
船で約1時間30分

宇宙からも見える世界遺産

グレートバリアリーフ

グレートバリアリーフ
（G.B.R)

クイーンズランド州

ケアンズ

コーラルシーのオスプレイリーフ　透明度も高く、環礁の周囲すべてが300～1,000mのドロップオフ
になっていてダイナミックな地形とサンゴが楽しめる。迫力のシャークフィーディングは、一見の価値あ
り！マンタからレアマクロ系も◎。

リボンリーフNo.10のコッドホール　世界的に知られるG.B.R.の人気ポイント。体長1m級のポテトコッ
ド（カスリハタ）に会えるポイント。比較的穏やかなポイントで、12～2月にはマンタが現れることも。

リボンリーフNo.10とNo.9の間のライトハウスボミー　6～8月には憧れのミンククジラとの遭遇率も
UP。バラクーダ、ギンガメアジ、ロウニンアジ、ヨスジフエダイ、ハナダイなどが群れる。

リボンリーフNo.3のスティーブスボミー　水深35mから5mまでそびえ立つ円柱状のボミー（根）の周
辺をカーテンのように群れるギンガメアジ、バラクーダの大群に圧倒。グレートバリアリーフの3大ポイン
トと言われており、魚影の濃さはピカイチ。サンゴの合間にも、各種クマノミ、チョウチョウウオ、ハゼ、ウミ
ウシなどもいる。

ヘイスティングリーフのフィッシュボール　ケアンズから北に位置するリーフ。オーストラリアンブレニーなど様々なG.B.R.の固有種※、また浅場では珊瑚礁も綺麗で見所の
一つです。有名写真家さんも虜になったとか。※固有種とは特定の限られた地域にのみ生息する生物種のこと。オーストラリア固有種は、バリアリーフアネモネ(クマノミ)やレインフォーズバタフライ(チョウチョウウオ)等。

ノーマンリーフのトロッポス　水深20Mぐらいに砂地が広がりドロップオフのようなダイナミックな地形も楽しめるポイント。カメやサメなどの大物やハダカハオコゼのよう
なマクロレアなフィッシュウッチングも期待できる。

フリンリーフのゴードンズ　水深が浅めでスノーケルでも楽しめるポイント。
浅場に各種クマノミも生息している。ナポレオンフィッシュその名もウォーリー
くんも出てくるかも！？ケアンズから東に位置してるフリンリーフ、ミルンリーフは
比較的透明度が良いことが多い。

ミルンリーフのスリーシスターズ　ケアンズから東に位置するリーフ。３本のボ
ミー（根）から成る、ダイナミックなポイントでカーテンのような魚影で、大物の期
待も大。

DAY TRIP

INFOMATION INFOMATION

日帰りデイトリップ

クルーズでのノウハウを生かし最良のポイントへご案内
アフターダイブはマイペースにケアンズナイトを楽しめる！

ダイビングだけではなく、ホテル滞在も楽しみたい！ そんな人には日帰りデイトリップがお勧め。
2箇所のダイブサイトで1日最大3ダイブが可能。

経験豊富な日本人スタッフも常駐。

日本列島がすっぽり入る珊瑚の楽園

南北2,300kmあまりにわたる大小2,500を超えるリーフ、

350種あまりのサンゴ、1,500種類の魚たち、

4,000種類の生き物、海上や島には250種類の鳥たち、

ユネスコの世界自然遺産に登録された世界有数の海洋公園

あなたも
地球規模のダイビングをたのしもう

CRUISE
クルーズ

南北2,300kmにわたって連なるグレートバリアリーフを潜り倒す
本格宿泊型ダイビングクルーズ

3～5日かけてG.B.R.ダイブをどっぷり楽しみたい方にお勧め。
日帰りでは行けない外洋ポイントや季節限定なども。

日本人スタッフも同乗で一人旅でも安心！　世界中のダイバーと仲間になろう！

代表ポイント

モデルプラン：5日間
1日目 夜日本発、空路ケアンズへ

3日目 朝、ホテルより出発、アウターリーフ着。3ボートダイブ。

5日目 昼ケアンズ発、夜日本着

2日目 ケアンズ着。自由行動

4日目 自由行動　※ダイビングからフライトまで24時間空けてください。

穏やかな海峡なので初心者から楽しめます。

代表ポイント

モデルプラン：6日間
日曜日 夜日本発、空路ケアンズへ

火曜日 リボンリーフにてダイビング。（ナイトダイビングを含む計最大5本） 

木曜日 リザード島で散策後、午前セスナ機にてリザード島出発。昼頃ケアンズ到着予定。

月曜日 ケアンズ着。昼頃クルーズ乗船、ケアンズ港を出港。ランチ後、チェックダイビングとナイトダイビングを1本ずつ。 

水曜日 コッドホールにて計最大4本のダイビング後、リザード島近くまで移動。 

金曜日 昼ケアンズ発、夜日本着

5日間～ 初・中・上級 経験があるダイバーの方がより楽しめます。6日間～ 中・上級
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G.B.R.といえばやっぱりサンゴ（イメージ） ナポレオンフィッシュ（イメージ） コッドホールでポテトコッドと遭遇（イメージ） 鮮やかなソフトコーラル（イメージ）

6～8月頃シーズンのミンククジラ（イメージ）ササムロの群れ（イメージ）

ミンククジラ（イメージ）

上空からのグレートバリアリーフ（イメージ）

ポート
ダグラス

リザード島
コッド
ホール

コーラルシー

オスプレイリーフ

ブーゲン
ビルリーフ

スティーブスボミー

テンプルオブドーム

ライトハウスボミー
チャレンジャーベイ
ピクシー
ピナクル

ケアンズ

リボンリーフ

コッドホール＆リボンリーフツアー
3泊4日

4泊5日
コーラルシー＆リボンリーフツアー

7泊8日
コッドホール＆コーラルシーツアー

セスナにて移動
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ダイビングだけではなく、ホテル滞在も楽しみたい！ そんな人には日帰りデイトリップがお勧め。
2箇所のダイブサイトで1日最大3ダイブが可能。

経験豊富な日本人スタッフも常駐。

日本列島がすっぽり入る珊瑚の楽園

南北2,300kmあまりにわたる大小2,500を超えるリーフ、

350種あまりのサンゴ、1,500種類の魚たち、

4,000種類の生き物、海上や島には250種類の鳥たち、

ユネスコの世界自然遺産に登録された世界有数の海洋公園

あなたも
地球規模のダイビングをたのしもう

CRUISE
クルーズ

南北2,300kmにわたって連なるグレートバリアリーフを潜り倒す
本格宿泊型ダイビングクルーズ

3～5日かけてG.B.R.ダイブをどっぷり楽しみたい方にお勧め。
日帰りでは行けない外洋ポイントや季節限定なども。

日本人スタッフも同乗で一人旅でも安心！　世界中のダイバーと仲間になろう！

代表ポイント

モデルプラン：5日間
1日目 夜日本発、空路ケアンズへ

3日目 朝、ホテルより出発、アウターリーフ着。3ボートダイブ。

5日目 昼ケアンズ発、夜日本着

2日目 ケアンズ着。自由行動

4日目 自由行動　※ダイビングからフライトまで24時間空けてください。

穏やかな海峡なので初心者から楽しめます。

代表ポイント

モデルプラン：6日間
日曜日 夜日本発、空路ケアンズへ

火曜日 リボンリーフにてダイビング。（ナイトダイビングを含む計最大5本） 

木曜日 リザード島で散策後、午前セスナ機にてリザード島出発。昼頃ケアンズ到着予定。

月曜日 ケアンズ着。昼頃クルーズ乗船、ケアンズ港を出港。ランチ後、チェックダイビングとナイトダイビングを1本ずつ。 

水曜日 コッドホールにて計最大4本のダイビング後、リザード島近くまで移動。 

金曜日 昼ケアンズ発、夜日本着

5日間～ 初・中・上級 経験があるダイバーの方がより楽しめます。6日間～ 中・上級
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G.B.R.といえばやっぱりサンゴ（イメージ） ナポレオンフィッシュ（イメージ） コッドホールでポテトコッドと遭遇（イメージ） 鮮やかなソフトコーラル（イメージ）

6～8月頃シーズンのミンククジラ（イメージ）ササムロの群れ（イメージ）

ミンククジラ（イメージ）

上空からのグレートバリアリーフ（イメージ）
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ライトハウスボミー
チャレンジャーベイ
ピクシー
ピナクル

ケアンズ

リボンリーフ

コッドホール＆リボンリーフツアー
3泊4日

4泊5日
コーラルシー＆リボンリーフツアー

7泊8日
コッドホール＆コーラルシーツアー

セスナにて移動
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サンゴの産卵
水温も上がり海況が良くなる事が多いベストシーズン

マンタ　ウミガメ　バラクーダの群れ　リーフシャーク　ポテトコッド（カスリハタ）　ナポレオン　回遊魚

シーズン 雨 期

ダイビングカレンダー

乾 期
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

雨 期
気温

27～29℃ 23～26℃ 27～29℃
3mm

26～30℃ 23～26℃ 26～30℃
水温

3mm 5mm
ミンククジラ

ウェットスーツ目安

海のみどころ

DIVING Calendar

CAIRNSWelcome

オーストラリア大陸の北東に位置するクイーンズランド州の北部にある街。
日帰りで行ける海と森の世界遺産があるケアンズは1年中常夏で泳げます。

成田・関西空港～ケアンズ空港　ジェットスター航空（直行/7時間半）
成田空港～ケアンズ空港　ニューギニア航空（ポートモレスビー乗継）

ケアンズ空港～ケアンズ市内　8km（車で約10分）
ケアンズ空港～パームコーブ市内　25km（車で約30分）
ケアンズ空港～ポートダグラス市内　65km（車で約60分）
ケアンズ市中心部～パームコーブビーチ　20km（車で約25分）

ケアンズまでのアクセス

オススメ観光地

【世界遺産】キュランダ
世界で一番古い熱帯雨林のジャングル。
恐竜たちが生きていた約1億3500年前の世界にタイムスリップ。
キュランダ高原鉄道、アーミーダック体験、スカイレールなど
SNS映えの写真ポイントも多数！

パームコーブビーチ
シティエリアから車で北へ25分。
椰子の木が生え南国ムード漂う
ビーチリゾートエリア“パームコーブ”
隠れ家レストランや
美しい景観でちょっとしたひと休み。

現地支店が安心の24時間日本語サポート！
オプショナルツアーのお申込み、旅のご相談などお気軽にどうぞ。

H.I.S. ケアンズ支店
TEL：（+国番号61）07-4222-4810　FAX：07-4051-7125
住所：1Ｆ,Orchid Plaza,79-87 Abbott St.,Cairns QLD 4870,Australia 
営業時間：月～金 9:00～18:00、土・日・祝 9:00～13:00、15:00～18:00
休業日：年中無休（ただし、12/25、1/1のみ休業）

アーミーダック体験（イメージ） キュランダ高原鉄道（イメージ）

コアラと一緒に朝ごはん（イメージ）

パームコーブビーチ（イメージ）

ケアンズ支店（イメージ）

無料サービス

★インターネット（Wi-Fi）接続
★お水、ソフトドリンクのサービス
★両替サービス（手数料無料）　など

●旅行企画・実施

●お申し込み・お問い合わせ

観光庁長官登録旅行業第724号　〒163-6029 東京都新宿区西新宿6丁目8番1号 オークタワー 29階

弊社のサービス・対応に関しましてお気付きの点、ご意見等がございましたら、お客様相談室にご連絡下さい。【お客様相談室】03-5908-2505（平日/10：00～18：30　土曜/11：00～16：30）※日・祝はお休みとさせていただきます。

スポーツイベントセクション 詳しくはホームページをご覧ください。 http://www.sports-his.com

東 京 03-5360-4681
横 浜 045-410-1571

＜営業時間＞月～金曜／ 11:00 ～ 19:30　土曜／ 11:00 ～ 18:30　日曜・祝日／ 11:00 ～ 18:00
〒151-0051 東京都渋谷区千駄ヶ谷5-33-8 サウスゲート新宿ビル1F　総合旅行業務取扱管理者　生岡 陽

＜営業時間＞月～土曜・ 日曜・祝日／ 11:00 ～ 19:00
〒220-0004 神奈川県横浜市西区北幸1-6-1 横浜ファーストビル11F　総合旅行業務取扱管理者　森 雅弘

ケアンズ・グレートバリアリーフ　ダイビング

C A I R N S
G R E AT

B A R R I E R
R E E Fケアンズ駅

ケアンズセントラルショッピングセンター

水族館

スイミング・ラグーン

マリーン・ジェッティー

リーフ
フリート
ターミナル

ワイルドライフ・ドーム

ヒルトン・ケアンズ

シャングリラ

ナイトマーケット
プルマン・リーフカジノ

パシフィック・ケアンズ

ノボテル・オアシス・リゾート

サザンクロス・アトリウム・アパートメント

DFS

ウールワース

ケアンズ美術館

レイク通り

グラフトン通り

アボット通り

エスプラネード通り

ツアーデスク
オーキッドプラザ内
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ケアンズ市内
マップ
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