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日本人弁護士が対応してくれる法律事務所。まずはご相談ください。
リトルズ法律事務所は旅行者を含め、ワーキングホリデー、
学生等の短期・中期滞在者、永住権の皆様をサポート致します。 07-3225-0743

0410-356-847
www.littles-jp.com 【日本語サイト】
Email : jinfo@littles.co
      LINE : LittlesJP 

交通事故（人身被害、対物損害の両方）

労働災害 ファームでのトラブル・被害 ワークカバー
●歩行者  ●自転車  ●対物  ●対人事故  ●保険請求など
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NIGHT MARKETS
Food Court,Dessert Bars

&

エスプラネードの真ん中で、素敵なお買い物とリーズナブルなお食事を
［毎日］16:30-23:00 ［フードコート］10:00-23:00　54-56 Abbott Street, Esplanade

ケアンズならではのコスメやお土産
ものが所狭しと並んでいます。時間
が経つのを忘れてShopping。

日本食やフィッシュアンドチップスなど多国籍な食事を楽しめる
フードコートは、いつも多くの人で賑わっています。  

大人気のクレープ屋さんや
インスタ映え間違いなしの
ワッフル屋さんなど、可愛く
て美味しいが沢山。

オーストラリア産Coffeeと
Teaの専門店を始め、ここで
しか手に入らない！を取り扱
う専門店も。

ツアーや

ディナーの
後でも

Shoppingが

楽しめる♪
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LOCAL TOPIC & EVENT
雑誌内のQRコードで、
ケアンズ情報をより詳細に！
下記のマークをスマホの「 Q Rコードリーダー 」を
かざすともっと詳しい情 報がみれますよ。

スマホでチェック!

08      　　Meet the Aussie Animals!!

魅惑のアニマルパラダイス
特 集

キュランダ
情報を

ギュッと凝縮！26 世界最古の森に囲まれたキュランダ

キュランダで楽しむ5つのこと

22 街歩きに役立つリビケン掲載ショップ一覧つき

ケアンズシティーマップ
市内

散策には
とっても便利

MAP : P.23 B2

1 4 特 集     　　パパ・ママ必見！

夏休み限定 お得なファミリー 特典

www.reefcasino.com.au

ザ・リーフホテルカジノは責任あるギャンブルを推奨します。助けが必要な場合は、ギャンブリングヘルプラインまで。 1800 858 858

3 5 - 4 1  W H A R F  S T ,  C A I R N S  -  ( 0 7 )  4 0 3 0  8 8 8 8

ケアンズNo.1エンターテイメント複合施設

ゲーム機
楽しく遊ぼう

テーブルゲーム
ルーレット、ブラックジャック、その他

レストランやバー
美味しい食べ物と飲み物

無料エンターテイメント
生演奏、スポーツ観戦、映画

プルマン リーフホテルカジノ
5つ星 ラグジュアリーなホテル

コアラ抱っこ
ケアンズ ズーム＆ワイルドライフドーム

THE REEF HOTEL CASINO

ASK US 
HOW TO PLAY

ENJOY

EXPERIENCE

ザ リーフホテルカジノ

遊び方は
お尋ね下さい

楽しむ

経 験
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LOCAL  TOPIC  &  EVENT

ケアンズ盆踊り大会、今年も開催！
エスプラネードに盆踊りと、太鼓の音色が響きわたり、軒を連ねる屋台の美味しそうな香りが心を躍らせる。
今年はナイトマーケット向かいのウェスタンロウンで開催されます。浴衣を着て、踊って、笑って、食べて。
日本の夏祭りをケアンズで楽しみましょう！今年も日本往復航空券が当たる、チャリーティーラッフルが販売され
ます。（事前販売について、詳しくは日本人会まで）

コアラのマーチ 
マンゴー味プレゼント！

★日時：2019年8月18日（日）14:00-20:00
★会場：ナイトマーケット向かいのウェスタンロウン
※最新情報は、ケアンズ盆踊り大会フェイスブックページ、

又はケアンズ日本人会のWEBサイトに随時アップします。

★フェイスブックページ【検索：ケアンズ盆踊り】
https://www.facebook.com/cairnsbondancefestival/
★日本人会WEB　http://jscns.org.au/

応募方法は簡単！ 
★名前、電話番号、メールアドレス、住所をメール
本文に記載して下記のメールアドレスまでご応募
ください。 info@livingincairns.com.au
～応募締切～
2019年10月9日（水）
※応募期間終了後、厳正な抽選のうえ当選者のみにメールにて通知
させて頂きます。 
～注意事項～ 
・当落についてのお問合せはお受けできません。
・賞品の受け渡しはOK GIFT SHOPケアンズ店にて
行います。

～盆踊り練習会のご案内～
場所:Munro Martin Parklands（123 Sheridan St, Cairns City QLD 4870）
日時:7月20（土）13:30pm～14:30pm
　　7月28（日）16:00pm～17:00pm
　　8月 3（土）13:30pm～14:30pm
　　8月11（日）16:00pm～17:00pm
※お子様には参加特典があります。

Event 01

Topic 01

マル優がYou-Mart Japanとして
リニューアルオープン！
長年に渡りケアンズ在住の日本人に愛されている
マル優が、この度シビックショッピングセンター内
の店舗に移転。値段もアクセスもお手軽になり、
無料パーキングなのも嬉しいポイント！リニューアル
オープン当日には特別イベントも開催！

オープンイベント
日時：2019年7月13日（土）正午より
場所：Shop 4C Civic Shopping Centre 113-117 
Sheridan st Cairns
～特別イベント開催～
①餅つき大会（12時30分より）
②大特価セール開催！セレクト商品が驚きの30％～50％オフ！
③Dawn Harvest Market特別開催！たかさんからのサプライズもあるかも？！
④ベンさんの和菓子とホカホカ肉まん販売！ベンさん山からおりてきます！
⑤13日（土）～15日（月）の間You-Mart Japan特別会員カードをプレゼント
（通常は$30以上購入でゲット）

Topic 02

値段もアクセスもお手軽に

マル優が生まれ変わりました。

あなたの欲しいがきっと見つかる！  
国内でもびっくりレベルの日本食の品揃え！

Dawn Harvest Market（第1・第3土曜日開催） 
農家Takaさんの新鮮な有機野菜が産地直送！

●ご提示頂くと毎回3%OFF
●スタンプをためると$15の金券に！
●電話番号登録でお得なSALE情報他をお届け
※$30以上ご購入の方を対象にカードをお渡し。

［住所］ Shop 4C Civic Shopping Centre 113-117
　　　 Sheridan st Cairns
［営業時間］ 週7日 9:00～18:00
　　　　　（朝から夕方まで毎日オープン）
［Tel］07-4041-5666
［E-mail］ youmartjapan@gmail.com
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GRAFTON ST

SHERIDAN ST

MCLEOD ST

WATER ST

BUNDA ST

ケアンズセントラル
ショッピングセンター

ケアンズ駅

Civic Shopping
Centre内に
オープン！

M
A

P : P.22 D
6

OK GIFT SHOPで販売
されている人気チョコレート
菓子「コアラのマーチ マン
ゴー味」を抽選で読者10
名様にプレゼント！
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持ち込み禁止物品の所持で
ビザ取り消しも
オーストラリア内務省は移民法を改正し、オーストラリア入国時に税
関に虚偽の申告をして持ち込み禁止物品を所持する渡航者に対し、
その場でビザを失効させ、オーストラリアへの入国を禁止することがで
きるよう法改正した。この新規則の下でビザが失効された場合、特別
な理由がない限り、その後3年間に渡って新たなビザは付与されない。
もし禁止物品か不明な場合は、入国時に申告していれば罪に問われ
ることはない。持ち込み禁止物品については、以下の在日オーストラ
リア大使館のウェブサイトからご参照ください。
★https://japan.embassy.gov.au/tkyojapanese/quarantine_jp.html

Topic 04

バスでおでかけTOBRUK MEMORIAL POOL
ツアーの前後や合い間、ちょっとした隙間時間も思いっきり遊びたい!!と言う方は、是
非バスに乗ってTOBRUK MEMORIAL POOLに行かれてみてはいかがでしょう。ケ
アンズシティからはバスで約20分。日本競泳オ
リンピック代表選手たちが合宿で使用したこと
もある、本格的施設。50ｍプール、25ｍプール
はもちろんのこと、小さいお子様も楽しめる噴
水のある遊び場やFlowRiderと呼ばれる人工
のサーフィン体験が出来る施設も。

Topic 03

M
A

P : P.23 C
3

Shop 33&34 Orchid Plaza, 58 Lake Street Cairns  

Tel:4041 3925（日本語専用）   7days OPEN

www.coolbodymassage.com

*Essential booking with
  remedial therapist

衣服を着たままでの施術になります 

癒しの楽園ケアンズで
極上リラクゼーションを

日々の疲れやストレス解消

極上のリラクゼーション

男女ともに人気のマッサージ

8月1日よりオーキッドプラザ
2階に移転します!!

▶WEB、LINE予約可能

至福のひと時をお楽しみください。
詳細は、スタッフへお気軽に
ご相談下さい。

Reflexology（足つぼ）

Shiatsu Massage（指圧）

Oil Massage（オイル）

Hot Stone（ホットストーン）

Remedial massage*

30分 $40～

老舗マッサージ店
COOL BODY移転
ケアンズで長年に渡り、ローカルからも
旅行者からも愛されているマッサージ
店COOL BODYが8月1日よりオーキッドプラザ2階（元マ
ル優）へ移転＆オープンします。日頃の疲れやストレス、長時
間のフライトの疲れなどもCOOL BODYでスッキリ解決。

Topic 05

★住所：Shop 33＆34 Orchid Plaza, 58 Lake Street
★TEL：4041-3925(日本語)　7days OPEN
★www.coolbodymassage.com WEB、LINEで予約可能

★370 Sheridan St, Cairns North
★https://tobrukmemorialpool.com.au
　 ＠TOBRUK FLOWBOADERS　　 ＠TOBRUK_FLOWRIDER
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ホームバイヤーセミナー開催!ホームバイヤーセミナー開催!要予約
（先着15名）

参加費
無料 2019

ご予約は miho@djsmith.com.au または 07-4041-1214へ

DJスミスプロパティ恒例の「ケアンズホームバイヤーセミナー」を今年も開催致します。
昨年、一昨年に続き、Horizon Financial （ホライズン・ファイナンシャル）との共同開催。

初めて家の購入を検討されている方、既に家を持っていて買い替えや
投資物件の購入をお考えの方、皆さんのお役に立つ情報を日本語にてご提供させて頂きます。
ホライズン・ファイナンシャルは住宅ローンに加えて、ビジネスローンも取り扱っていますので

「ビジネスの購入に興味が有る」という方もお気軽にご参加ください。
（＊ホライズン・ファイナンシャルのスピーチは日本語で要約させて頂きます）

日時：8月13日（火）18：00～20：00
会場：ベストウエスタンホテル・1階会議室（58 McLeod Street, Cairns City）

今年
もやります！！今年
もやります！！

熊谷  美保
Mark Turnbu

ll

•現在の不動産市況について
•不動産購入手続きについて
•住宅ローンの基本情報

•購入時、購入後の経費について
•ファーストホームバイヤーの補助金について
•所有不動産を担保にしての不動産やビジネス購入について

日本語
解説
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Cape York
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クックタウン

Port Douglas

Palm Cove

ポート・ダグラス

Atherton Tablelands
ケアンズ高原

Mission Beach
ミッション・ビーチ

Cape Tribulation
ケープ・トリビュレーション

Chillagoe
チラゴー

Kuranda
キュランダパームコーブ

ケアンズ CAIRNS

Undara
アンダラ

金曜島 Friday Island

Prince Of Wales Island

Kowanyama

Aurukun

Napranum

Mapoon

Injinoo
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Seisia

Hope Vale

Wujal Wujal

ローラ
Laura

太　平　洋

Japan

赤道

CAIRNS

Australia

ケアンズ

シドニー

ダーウィン

直行便の場合
約7時間

ホバート

ブリスベン

ゴールドコースト

メルボルン

アデレードパース

●日本とオーストラリアの位置関係

トロピカル・ノース・クイーンズランド

まるで姿の異なる壮大な自然に驚き！ケアンズを囲むエリアを大まかに掴もう

全域マップとみどころ
Tropical North Queensland
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空港からシティ中心まで
は車で10～15分。徒歩で
回れるくらいの小さな町で
すが、ショッピングもお食事
も選択肢はいっぱい。

国際空港があり、
全てのエリアへの
玄関口となる
トロピカルシティ

世界七不思議の一つ、宇宙から確認できる地球上でただ一つの生命体
グレートバリアリーフ。気の遠くなるような年月をかけて創られた珊瑚礁と
熱帯魚が舞う水中世界。

カラフルな珊瑚や魚。世界中の人々 を魅了する海！

ケアンズが誇る2大世界遺産!!

地元の人に人気の静かなビーチや手つかずのビーチ、スパが点在
するパームコーブ、海外のセレブも頻繁に訪れるポートダグラス
などリラックスできる場所がたくさん。

ヤシの木が揺れる、
南国のイメージそのものの美しいビーチ

ビーチエリア

ケアンズから西のキュランダやアサートン周辺一帯。酪農地で、
多くの農産物を栽培。湖、滝も多く、牛や馬がのどかに草をはむ
光景が美しいエリアです。

なだらかな丘が続く高原地帯は、
数々の食品の産地

Cairns City
 Beach Area

Great Barrier Reef

 Atherton Tablelands

ケアンズ高原

ケアンズ・シティ

グレートバリアリーフ

世界遺産に指定されている熱帯雨林が広がるのは、ケープトリビュレー
ションや、デインツリー、そしてキュランダ周辺などのエリア。世界でも
稀な植物や動物も生息。

多彩な植物と動物に、世界の学者も感嘆する世界最古の森

Rainforest Area

他にも
見所盛り沢山!

絶対外
せない

熱帯雨林エリア
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アニマルパラダイス
Meet the Aussie Animals!!

自然豊かなケアンズでは、実に多くの動物を目にすることができる。
動物園で飼育されている定番の動物から、野生でしか見ることのできない珍しい動物まで様々。
コアラを抱っこして写真を撮ったり、野生のカンガルーやワラビーに触れて餌付けをしたりと、

オーストラリアならではの貴重な体験を楽しもう！

魅惑の

パークス・明人（２１歳） 
Meito Parkes

ケアンズで生まれ育った日本人とオーストラリア
人のハーフ。若さと元気でお客様を楽しませる
若手ガイド。主に動物探検ツアー（P.12）と
グリーン島半日ツアー（P.20）を担当。

ダーン・ヤコブス（３２歳）
Daan Jacobs

オランダ出身のイケメンガイド。沖縄・石垣島の
旅行会社で働いた経験もあり。趣味は写真で
動物や自然を撮るのが得意！主に動物探検
ツアー（P.12）と半日コアラ観光（P.13）を担当。

ケアンズの老舗ツ
アー会社

DOKI DOKI TOU
RSの

人気ガイドがご案内
！



クロコダイルの他にもコアラ、カンガルーなど
オーストラリア固有の動物がいっぱい！園内の
池をボートで巡り餌付けを間近で見ることが出
来る「ジャンピングクロコダイルクルーズ」や飼
育員が繰り広げる「クロコダイルショー」は迫力
満点！一見の価値あり！

Hartley's Crocodile Adventures
ハートリーズクロコダイルアドベンチャー

●住 Captain Cook Hwy Wangetti Beach
●☎ 4055-3576 
●ウ https://www.crocodileadventures.com/

市内中心部の室内型動物園。屋根があるから
天候を気にすることなく動物園が楽しめる。
時間ごとにショーが行われているので要チェッ
ク！一度購入した入場券は５日間何度でも再入
場が可能！気になるショーだけを見に行くのも
あり！

●住 The Reef Hotel Casino 35/41 
　 Wharf Street Cairns City
●☎ 4031-7250
●ウ www.cairnszoom.com.au/japan

キュランダから車で10分のところにあるレイン
フォレステーションは熱帯雨林のテーマパー
ク。動物園、アーミーダック、アボリジニショー
などが楽しめる一大施設。ケアンズに数ある動
物園で唯一飼育されているタスマニアンデビル
は必見！

●住 Kennedy Hwy, Kuranda
●☎ 4085-5008
●ウ https://www.rainforest.com.au/

オーストラリアの動物たちに会おう！
ケアンズの動物園紹介

Cairns Zoom & Wildlife Dome
ケアンズ ズーム ＆ ワイルドライフ ドーム

Rainforestation Nature Park
レインフォレステーション ネーチャー パーク

コアラガーデンズのすぐ隣にあるのがバード
ワールドキュランダ。カラフルで珍しい鳥たち
が自然に近い状態で飼われている鳥園。手か
ら餌を食べたり、一緒に写真を撮ったりできる
鳥好きにはたまらない癒しの空間！絶滅危惧種
のカソワリも飼育されています。

●住 Heritage Markets, Kuranda
●☎ 4093-9188
●ウ www.birdworldkuranda.com

ポートダグラスに位置するワイルドハビタットに
はレンタカーで行くのがオススメ。ケアンズから
続く海岸線の一本道は景色がとても綺麗で道
中にも展望台などの立ち寄りスポットがいっぱ
い！園内で放し飼いにされているエミューは迫
力満点！

●住 Port Douglas Road, Port Douglas
●☎ 4099-3235
●ウ www.wildlifehabitat.com.au

Birdworld Kuranda
バードワールド キュランダ

Wildlife Habitat
ワイルド ハビタット

01 02 03

04 05 06

Ca
irns 

Zoo Information

キュランダの中心にあるヘリテージマーケット
内のミニ動物園。ミニと言ってもオーストラリ
アの動物が沢山飼育されていて見応えは十
分！園内にはカンガルーやワラビーにあげる
餌が無料で設置されているので是非挑戦して
みよう！

Kuranda Koala Gardens
キュランダ コアラ ガーデンズ

●住 Heritage Markets, Kuranda
●☎ 4093-9953 
●ウ www.koalagardens.com

コアラ抱っこや、

カンガルーの餌付
けなど、

オーストラリアでし
か

できない体験をし
よう！

郊外にある動物園には
ツアーで行くのがオススメ！
動物に詳しいガイドが

日本語で説明をしてくれます！
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レア度

Cairns Animals

レア度が高い動物達にはぜひ会ってみたい！
ケアンズの近郊で出会える動物達を大紹介！

ケアンズ
動物図鑑2019

コアラ/Koala

コアラに会える動物園：

ケアンズには沢山の動物がいるよ！
全部制覇できるかな？

オーストラリアを代表する動物と言えばコアラ！ケアンズの動物園で
はコアラを抱っこして写真を撮ることができる！モフモフの可愛いコ
アラを目にしたら虜になること間違いなし！

レア度

レア度 レア度

レア度

カンガルー/Kangaroo

動物園で飼育されているカンガルーはとても人懐っこく直接触れた
り餌付けなどができる！運がよければお母さんカンガルーのお腹に
入っているカンガルーの赤ちゃんにも会えるかも？

かものはし/Platypus

ケアンズで最もレア度が高い動物と言えばカモノハシ。飼育され
ている動物園がなく、限られたエリアにしか生息していないため
個人で探すのは苦難の技。動物を知り尽くしたプロ（ガイド）にお
任せ！

ウォンバット/Wombat

ずんぐりむっくりとした姿が何とも可愛らしいウォンバット。夜行性動
物で昼間は寝ていることが多いため動いている姿を見られた人は超
ラッキー！可愛いお土産のぬいぐるはコアラに匹敵するほど人気！

カソワリ/Southern Cassowary

絶滅危惧種に指定されているカソワリはケアンズ地域の熱帯雨林
でしか生息していない世界で三番目に大きい鳥。光沢のある黒い
羽毛、紫と青の首に赤の肉垂、骨質な独特のトサカが特徴。

©Hartley's Crocodile Adventures

©Hartley's Crocodile Adventures

©Hartley's Crocodile Adventures

カンガルーに会える動物園：

カソワリに会える動物園：

ウォンバットに会える動物園：

Hartley's Crocodile Adventures  　 
Cairns Zoom & Wildlife Dome  　 
Rainforestation Nature Park  　 
Kuranda Koala Gardens  　 
Birdworld Kuranda  　 Wildlife Habitat

H
C

R
K

B W

H R K WH C R K W

H R B W

H R K



コアラが見れるのは動物園だけじゃない！
色んなところでコアラを見つけてね！

レア度 レア度

レア度

レア度 レア度

ワラビー/Wallaby

カンガルーの小型版をワラビーと呼び、ケアンズ近郊には数多くのワラビー
が野生で生息している。多くの動物園でも飼育されているワラビーだが、
表紙のロックワラビーだけは生息地域が限らた激レアなワラビー。

クロコダイル/Crocodile

オーストラリアに生息するワニは大きく分けて2種類。淡水に住む（フレッ
シュウォータークロコダイル）と海水や汽水域に住む（ソルトウォーターク
ロコダイル）。 子ワニと写真が撮れるツアーも人気（P.13）

タスマニアデビル/Tasmanian Devil

オーストラリアの南に位置するタスマニア島にしか生息していない
世界最大の肉食有袋類タスマニアデビル。ケアンズで唯一飼育さ
れている動物園はレインフォレステーション・ネーチャーパーク。

エミュー/Emu

ダチョウに次いで世界で2番目に大きな鳥エミュー。オーストラリア
の国章にもデザインされているシンボル的動物。生で見るエミュー
は迫力満点！その大きさに圧倒されます！

キバタン/Sulphur-crested Cockatoo

ケアンズには野生のキバタンが多く生息していて市内の公園などでも
多々見ることができる。沢山の動物園で飼育されているので出会えるチャ
ンスが多い。動物園で飼育されているキバタンはモノマネがとっても上手！

©Cairns Zoom & Wildlife Dome

©Rainforestation Nature Park

©Rainforestation Nature Park

ワラビーに会える動物園：

タスマニアンデビルに会える動物園：

クロコダイルに会える動物園：

エミューに会える動物園： キバタンに会える動物園：

遊覧飛行で見ることができる
コアラの形をしたサンゴ礁（P.18）

日本でも有名なチョコレート菓子
コアラのマーチのマンゴー味（P.43）

グレートバリアリーフに
浮かぶコアラ「コアラリーフ」

食べることができるコアラ
「コアラのマーチ」

番外編

H R K W H C R K W

H C R B WH W

R
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MAP : P.23 B2

ケアンズ ズーム ＆
 ワイルド ライフ ドーム

【営業時間】9：00~18：15（最終入園17：00）
【コアラ抱っこ写真】9：30~18：30（1時間おき）
【ズーム料金（入園料＋1つ目のズーム）】
大人：$45  子供：$28.50
【追加ズーム（全7種類）】大人：各$10  子供：各$8
12/25のみ休園

カジノの屋上、ガラス張りのドームが目
印！室内なので雨でも安心の全天
候型。園内ではズームというロープ
コースもできます。４ｍのワニの上
を飛び越えてみませんか？

$42
コアラ抱っこ写真 コアラ抱っこ写真＋

動物園入園
なんと！

※コアラ抱っこ写真撮影後に別途
入園券を購入する場合は通常料
金になります。そのため動物園に
入園したい方は「写真+入園」の同
時購入がお得です。

※通常$25の入園料が「写真+入園」
のセットプランだと、コアラ抱っこ写
真の料金にプラス$17追加だけで
動物園に入れる！

HERE!!!

園内ボードウォーク（遊歩道）上に設けられた、
鳥たちの餌台にそれぞれ餌を置いていきます。
朝のこの時間が鳥たちが一番活発に餌を食べ
る時間ですので、どの餌台も大賑わい！

オーストラリアの魅力溢れる爬虫類について詳
しく解説します。ニシキヘビ、ワニ、トカゲなどを
間近に見て触れてみましょう。別料金でコアラ、
ヘビ、ワニとの3枚の写真が撮れるお得なセット
もあります。

コアラが食べるユーカリの葉は美味しいの？！
可愛いだけではないみんなの人気者「コアラ」
の生態を飼育員が詳しくご案内。

アニマルプレゼンテーションアニマルプレゼンテーションアニマルプレゼンテーションアニマルプレゼンテーション
動物たちを間近に観察したり、直接触れ合える貴重な体験！動物たちを間近に観察したり、直接触れ合える貴重な体験！動物たちを間近に観察したり、直接触れ合える貴重な体験！動物たちを間近に観察したり、直接触れ合える貴重な体験！

５日間何度でも
再入園可能！

時間によって様々な
プレゼンテーションあり！

10:00～ 朝の餌付けツアー 14:00～ 爬虫類ショー

11:00～ 爬虫類ショー

ワライカワセミとガマグチヨタカは実は肉食。はた
してどんな餌を食べるのでしょう？

16:00～ 午後の餌付けツアー

オーストラリアには夜行性の哺乳類がたくさ
んいます。昼間は物陰に隠れて寝ている動物
たちをご紹介。

17:00～ 夜行性哺乳類ショー13:00～ コアラトーク

4mを超えるイリエワニの「ゴライアス」をご紹介！
餌付けのスケジュールは季節によって異なりま
す。（乾季は餌を食べません）

15:00～ ワニのショー

※プレゼンテーションは英語ですが、日本語のご案内を受付でお貸し致します。  
家族割あり！ 詳細はP.15

市内中心部にある大人気アクティビティ！
アスレチックアドベンチャー
市内中心部にある大人気アクティビティ！
アスレチックアドベンチャー
市内中心部にある大人気アクティビティ！
アスレチックアドベンチャー
市内中心部にある大人気アクティビティ！
アスレチックアドベンチャー

ZOOM（ズーム）ZOOM（ズーム）ZOOM（ズーム）ZOOM（ズーム）

限定クーポン01 限定クーポン02

※写真、もしくは写真を含む組み合わせには
　家族割はありません。

$25
（通常$28）

※動物園の
入園は含まれて
おりません。

Halfday K
oala Tours

DOKI DOKI TOURS
どきどきツアーズ　

上記ツアー内容に関する詳細はホームページをご覧いただくか、各旅行会社または下記までお気軽にお問い合わせください。
【ご予約は日本語でＯＫ！】各旅行会社、インターネット販売サイトからもお申し込み可能！

★

★

★

★★
★

★

野生動物と
の感動的な

出会い！
熱帯雨林の中で野外バーベキューディナー！ カンガルーやクロコダイルの試食もついています！！

動物と植物に詳しい
日本語ガイドと一緒
にケアンズの内陸部
を巡るツアー。
野生動物と出会いは
感動間違いなし！

バンディクート

アリ塚

星空観測

フィグツリー

キバタン

ポッサム

笑いカワセミ

エリマキトカゲ

カモノハシ

07-4031-4141 info@dokidokitours.com
www.dokidokitours.com
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07-4031-4141DOKI DOKI TOURS
どきどきツアーズ　

info@dokidokitours.com /  www.dokidokitours.com

日本語でのご予約は

ハートリース
アドベンチャーズ

所要時間

午前コース

8:50-12:50
午後コース

13:50-17:50

ツアーに含まれるもの
・ハートリース動物園入園料
・コアラ抱っこ写真
（写真付コースのお客様）
・子ワニ抱っこ
（お客様ご自身のカメラにて）
・カンガルー餌付け 
・クロコダイルクルーズ
・日本語での送迎付き

※ご予約の際には必ずリビング・イン・
ケアンズを見ましたとお伝えください。    

料 金
【コアラ抱っこ写真付き】

大人$105/子供$75
【コアラ抱っこ写真なし】

大人$95/子供$65

ケアンズ

日本語ガイドが動物達の秘密をご案内

人気の
ヒメウォンバットに

会える

ケアンズ唯一のジャンピング
クロコダイルクルーズ！

ワラビーに

餌付けしよう！

一緒に

セルフィーもOK♪

半
日
半
日コアラ観光コアラ観光Halfday K

oala Tours

直接左記の電話番号に
ご予約をされた方には、
園内で使えるコアラドルを

プレゼント！

子ワニの抱っこも
できちゃう

自分のカメラでも
コアラ抱っこ

写真が撮れる！

【グリーン島＋コアラ観光（ランチ付き）】

大人$220/子供$140

Vol.
02

　ケアンズで
見られるツカ
ツクリの仲間
は2種います
が、今回はヤ
ブツカツクリ
を紹介しま
す。ニワトリ
ほどの大きさ
で、黒く丸々
としたから

だ、大きな尾、赤く茹であがったような頭と
黄色い首が目立ちます。庭や公園などを我
が物顔で歩いている姿がおなじみです。英
名ではAustralian Brush Turkeyとい
うので、本当にターキー、七面鳥だと思って
いる人もいるそうですが、七面鳥にちなんで
いるだけで丸焼きにしたりはしません。だ
らんとたれた黄色い皮膚は繁殖期のオスの
特徴で、これを大きく膨らませて低い声で
鳴きます。ヨーク岬半島の北部に暮らすもの
はここが白っぽい紫色をしています。オスは

落ち葉や土を集めて大きな塚をつくり、メス
はその中に卵を産みます。卵を直接温める
ことはせず、塚の中に埋められた卵は落ち
葉の発酵熱に温められてかえります。これは
鳥よりもワニなどに似たやりかたといえるで
しょう。実際、卵の大きさや形、黄身が多くて
白身が少ないところ、白身と黄身がはっきり
分かれていない感じ、目玉焼きにしても白身
が固まりにくいところなど、よく似ています。
　生まれたヒナは2日ほどかけて塚からは
いだし、すぐに自分の力で暮らしはじめま
す。親鳥は世話をしません。そのため、無事
に育つのは200羽のうち1羽程度ともいわ

れています。珍しいことに、ヒナの翼には最
初から大人の羽（正羽）が生えていて、すぐ
に飛ぶこともできます。

ヨーク岬半島北部の個体

書籍の購入は以下
のQRコード、
又はケアンズ市内
のフジイストアにて。

よりぬきケアンズ探鳥図鑑

ケアンズを拠点とし、ネイチャーガイドとし
て活躍中。2018年に日本で出版された
「ケアンズ探鳥図鑑」はケアンズ近郊
で見られる鳥類328種を掲載した鳥
好きにはたまならい一冊。

松井 淳（JUN MATSUI）喉をふくらませて鳴くオス

立派な翼があるヒナ
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お得なファミリー
特典

ケアンズで家族旅
行をお得に楽しむ

おすすめ情報が満
載！

「お得なプラン」
や「特典」がつい

たツアーをご紹介
！

パパ・ママ
必見！

先住民族アボリジニの文化を楽しく学ぶことがで
きる人気のディナー付きエンターテイメント。

ジャプカイ・ナイト・ファイヤー（P.16）

夏休み
限定

ファミリーで楽しめる定番のグリーン島。
島内にはシャワー、トイレ、更衣室など
様々な施設が揃う。

どきどきガイドと行く
グリーン島半日ツアー（P.20）

大人2名+子供2名（4～14歳）の
ご参加で子供1名分（$80）が無料

ファミリー特典

写真好きなファミリーにオススメなツアー。ケアンズ
近郊の人気撮影スポットを日本語ガイドと一緒に
巡ります。ツアー中に撮った写真はSNSで自慢し
ちゃおう！

ケアンズ半日
フォトジェニックツアー（P.17）

ポートダグラスの新名所「Lock Your Love」
のオブジェに鍵をかけて家族の絆を深め
よう！家族に1つハート型の鍵をプレゼント！

ファミリー特典
プレゼ

ントが

もらえ
る

ツアー
も

あるよ！

・7月１日～９月３０日までの間、大人１名の
ご参加で子供1名分（$110）が無料
※子供適用年齢：3才から12才まで
※最寄りの旅行代理店にてご予約頂けます。

・お1人様$10追加で夕食時のお酒とソフト
ドリンクが飲み放題に！

ファミリー特典

グリーン島は

ファミリーで楽しめ
る

オプショナルツアー
も充実！（P.20）

ワニやカンガルーのお肉もあるよ！

鍵には家族の
名前を書こう！
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お得なファミリー
特典 嬉しい！

子供はツアー

参加が無料！？

オーストラリアの可愛い動物達に出会える子供に
大人気のツアー。美味しい夕食（オージービーフ）も
付いててファミリーおすすめ！

動物探検ツアー（P.12）

大人2名+子供2名（4～14歳）のご参加
で子供1名分（$80）が無料

ファミリー特典

世界遺産の熱帯雨林を肌で感じることができる
モスマン渓谷と、おしゃれな街ポートダグラスの２
つを１日で巡る人気ツアー。

世界遺産モスマン渓谷と
ポートダグラスツアー（P.18）

お子様にはカンガルーボール
ペン又はコアラボールペンの
いずれかをプレゼント！
※ボールペンの
種類は選べません。

リビケン限定クーポン

ケアンズ市内の真ん中にある室内
動物園。園内には子供たちが大好
きなアスレチック（ZOOM）もあり、
家族みんなで楽しめる施設。 

ワイルドライフドーム＆ズーム（P.12）

入園料がお子様１名分（$12.50）無料！
（通常料金 $75.00が$62.50に！）
・入園+ZOOM（1つ）をお子様１名分（$28.50）無料！
（通常料金 $147.00が$118.50に！）
・2つ目以降のZOOMもお子様１名分（$8.00）無料！
（通常料金 $36.00が$28.00に！）
・すでに入園券をお持ちの方が、ZOOM（1つ）を購入する場合は
お子様１名分（$16.00）無料！（通常料金 $72.00が$56.00に！）

ファミリー特典

人生一度は経験してみたい無人島滞在。島には
日本人スタッフが同行するからお子様連れでも安
心した１日が過ごせます。

フランクランド（P.17）

・砂遊びセット無料レンタル
・子供用シュノーケルセット（ライフジャケット＆足ひれ＆マスク）
・塗り絵プレゼント

ファミリー特典

このプランは大人2名&子供2名（4-14歳）でチケットを購入する場合に限ります

※全ての家族割引料金は直接施設にて購入された場合のみ対象となります。

子供たちに人気の

アニマルプレゼンテーション！

ボリューム
満点の夕食！

ソフトドリンクを1本プレゼント（お子様限定）
※日本人スタッフにこちらをご提示ください。

リビケン限定クーポン

※こちらのQRコードからの
ご予約が対象となります。
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DOKI DOKI TOURS
どきどきツアーズ　

MAP:P.24 I3

Open 7pm~9:30pm nightly | T: 07-4031-4141 | dokidokitours.com

ジャプカイ・
ナイト・ファイヤー

●世界中で公演されたショーと美味しいお食事つき。
●日本語ガイド付き。
●伝統的な音楽、歌、そしてダンスを有名なジャプカイパフォーマーが披露します。
●迫力のある火熾しの儀式は必見です。
●シーフードを含む美味しい温製・冷製バイキングもお楽しみください。
●最後は気さくなパフォーマー達と記念撮影やおしゃべりもできます。

7月1日～9月30日までの間、大人1名のご参加で子供1名分（$110）が無料
※子供適用年齢：3才から12才まで    ご予約は下記までご連絡下さい。ファミリー特典

ジャプカイナイトショーでアボリジニの
ドリームタイムを体験しよう。 倉田ファミリーが体験レポート！

敏腕シェフが手がける豪華ビュッ
フェには海老やお肉類、デザート
がずらりと並びます。カンガルー
やワニを使った料理も味わえるの
が嬉しい！日本人旅行者のために
白米や味噌汁も取り揃い、種類が
豊富なのでお子様から大人の方
まで楽しめるビュッフェディナー
です。食事中にはパフォーマーに
よるディジュリドゥの生演奏が行
われます！

数々の賞を受賞したジャプカイ
パフォーマーの迫力あるダンス
ショーは見応え十分！ダンス
ショーは見るだけではなく一緒
に参加することもできるので、
歌って踊って楽しもう！ダンス
ショー終了後にはパフォーマー
との記念撮影タイムもあるので
決めポーズで1枚いかが？隣接す
るお土産屋さんではディジュリ
ドゥの演奏方法を教えてくれる
ので挑戦してみよう！

ウェルカムドリンクで
乾杯しよう！

お肉はシェフが焼き
たてを

提供してくれる！18:45 19:15

20:15 20:45

日本語ツアーならケアンズ市内から
の送迎が含まれていてとっても便利。
ジャプカイ到着後はウェルカムドリン
クとカナッペを楽しみながら、地元の
アボリジニアーティストによって描か
れたユニークなアートを鑑
賞。ジャプカイの情報が詳
しく載っている日本語ガイ
ドアプリもあるので是非ダ
ウンロードしておこう！
（右上のQRコードからどうぞ）

オーストラ
リアの

文化と歴
史を

たっぷり堪
能できる

エンターテ
ーメントシ

ョー！

一緒に

ジャプカイ
伝統の

火熾しの儀
式に

参加してく
れ！

食
事
中
に
は

デ
ィ
ジ
ュ
リ
ド
ゥ
の

生
演
奏
を
お
届
け
、

優
雅
な
ひ
と
と
き
を

お
楽
し
み
く
だ
さ
い
！

デ
ィ
ジ
ュ
リ
ド
ゥ
の

演
奏
方
法
は

コ
ツ
が
い
る
よ
！

Let's Try! 

日本語ガイドアプリのご案内

iphone Android

食後はレストラ
ン会場から外
に出て伝統あ
る火熾しの儀
式に参加！ジャ
プカイ族により近づくために希望者は
パフォーマーから直接フェイスペイン
ティングをしてもらえる。火熾しの儀式
は先住民族アボリジニの世界に深く入
り込み、その幻想的な雰囲気で多くの
観客を魅了しています。晴天時には満
天の星空を見ることができます。

NEW
スポット！



www.franklandislands.com.au
TEL：+61 7 4033 0081
ご予約は最寄りの旅行代理店でどうそ！

フランクランド アイランドクルーズ

とっ
てもフ

レンドリーな

オー
ナーファ

ミリー
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まだ見ぬケアンズの絶景
を求めて

フランクランド島
1日100人限定！グレ

ートバリアリーフの隠
れ家アイランド！

今人気のSUP（スタンドアップパドル）のレンタルも行っております！

無人島で食
べる

ランチは格
別に美味い

！

大ぶりな海
老も含まれ

ています！

日本人スタ
ッフが

終日同行す
るから

安心してツ
アーに

ご参加頂け
ます！

初めての人
でも安心の

ガイド付き
シュノー

ケリングツ
アー！

もちろん日
本人ガイド

が

ご案内！

島内には見所が
いっぱい！

知識豊富な日本人
ガイドと巡る
島内散策ツアー

一生
に一度
の
体
験
！？

団
体
旅
行
な
ら
島
を

丸
ご
と
貸
し
切
れ
ま
す
！

MAP:P.24 X0

ご予約はWEB
サイトまたはお

電話で！

電話でのご予約は 0
7-4051-6880 まで

営業時間 09:00～17
:00（月～金）※土日

はお休み

Follow me on Instagram

@cairns_photogenic_tour

WEB予約は前
日まで可能！

ツアーの動画は
コチラ！

Photo
Genic
Tour!!

ケアンズ 半日

フォトジェニック
ツアー

【ツアーの詳細】

時間：8:00～13：00　催行日：月・水・金

【ツアーに含まれる物
】

・往復送迎・日本語ガ
イド・選べるブランチ

ケアンズ郊外にはカメラにおさめたくなる素敵な景色がいっぱい。当ツアーでは安心の日本語ガイドがポートダグラスとパームコーブのフォトジェニックな撮影スポットを効率的にご紹介！圧倒的な大自然などSNS映え120％の景色をあなたのカメラにおさめに出掛けませんか？

ツアー代金

10%
OFF

期間限定
通常$120

$108なんと
※数に限りがあります。
予めご了承ください。（注）当ツアーはカメラマンが同行してお客様を撮影するものではございません。

　　各スポットでの写真撮影はお客様自身のカメラで行って頂きます。

撮影時に
使用できる小物の
無料レンタルあり！

NEW
スポット！

ポートダグラスの新名所

『Lock Your Love』
で

家族の絆を深めよう！

家族限定でハート型の鍵を
プレゼント！※期間限定
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世界遺産モスマン渓谷とポートダグラスツアー／リゾート満喫ポートダグラス半日ツアー
ポートダグラスコネクションズ

世界遺産モスマン渓谷と
ポートダグラスツアー

リゾート満喫
ポートダグラス半日ツアー

世界
のセレブにも愛される小さなリゾート地ポートダグラス。きれいなビーチを歩いたり、ショッピングや街の自由散策を楽しめ
ます。

ヤシの木が立ち並ぶ人気の
パームコーブ

ポートダグラスでは
フリータイムも充実

リゾート感が満載のレストランで
ハイティーランチ

食後にはリゾートホテル内の
散策がオススメ

モスマン渓谷では先住民
アボリジニと触れ合える

世界

遺産モス
マン渓

谷は世界
最古の熱

帯

雨林の中
でも景観

が美

しく心を癒
してくれま

す。

「自然界
との調和

」を

一緒に感
じま

しょう。

日本語ガイドまたはドライバーガイドが同行

MAP:P.24 J2

ご予約や空席確認はLINE@で
お気軽に日本語でご連絡ください。

http://www.seaeagleadventures.com

scenictrans.au@gmail.com
AOC: LA&AM Matthews Pty Ltd

TEL.0448-531-704（日本語可）FLY SEA EAGLE
フライ シー イーグル

ご予約・お問い合わせ

グレートバリアリーフ
遊覧飛行
グレートバリアリーフ
遊覧飛行
FLY SEA EAGLE

日帰りクルーズで大人気の

グリーン島を上空から
シーイーグルパイロット
オススメの「ブラソフケイ」

白砂州がとても綺麗な

ミコマスケイ

ケアンズに来たら

必見のコアラリーフ！

1日1回のダイビングのときには12時間以上、2回以上潜ったときには18時間以上あける
ことをDAN（Divers Alert Network）は奨励
しています。 参照：PADIのホームページより

ダイビング後、飛行機に搭乗するまでの待機時間

ダイビングで水中世界を
堪能した後は遊覧飛行で
空からグレートバリアリーフを
眺めてみては？

大満足です。帰国便が11時だった

ので多少心配ではありましたが全

く問題なし。ホテルまで迎えに来て

くれただけでなく、遊覧飛行中は荷

物全て預かって頂き、そのまま空港

まで送ってくれました。素晴らしい

景色に、安全なフライト。旅行の最

後に最高の思い出ができました！

高所恐怖症なので少し不安になりながら
参加しましたが、ガイドさんのきさくで親
切な対応のおかげで安心してセスナに乗
り込むことができました。乗ってみると景
色が美しすぎて高所恐怖を思い出すヒマ
もありませんでした。とにかくケアンズに
来たらぜひぜひ参加してほしいツアーで
す。空の青、海の青、きれいなサンゴ礁、そ
して元気いっぱいの太陽と雲を近くで感
じ、まるで鳥になったようでした。

ケアンズ現地オプショナルツアー 満足度ランキングケアンズ現地オプショナルツアー 満足度ランキングケアンズ現地オプショナルツアー 満足度ランキング

＠flyseaeagle
あなたが撮ったベストショットを
ハッシュタグ「#コアラリーフ」を
つけて投稿してください！

あなたが撮ったベストショットを
ハッシュタグ「#コアラリーフ」を
つけて投稿してください！

FLY SEA EAGLEには日本語が話せるパイロット及び
クルーが常駐しています！ ケンさん（左）シンバさん（右）

【ケアンズ在住の皆様へ】
ローカル割あります！
料金はお問合せ下さい！



www.f ig-gts.com 【ケアンズ発】大人$170／子供$120

お問合せ、ご予約はこちら

07-4031-4141
日本語
OK!

品数豊富な
イタリアンバッフェ
の夕食！

日本人スタッフがご案内致します！

ライトアップ★
パロネラパーク

夜の園内を貸
切っての最高の

演出！LIGHT  UP     PARONELLA  PARK

あなたのお好きな時に
ケアンズ唯一のサーフィン体験

OPEN　~9月20日　[月-木]5:30-19:30、[金]5:30-19:00、[土]6:00-16:00、[日]9:00-16:00
              9月21日~　[月-木]5:30-20:00、[金]5:30-19:00、[土]6:00-17:00、[日]8:00-17:00

ツアーの前後や隙間時間など、あなたのご都合に合わせてお立ち寄りください。

バス停

フローレンス ストリート

スペンス ストリート

リリー ストリート

バス停

Fish Market
Here

エ
ス
プ
ラ
ネ
ー
ド

レイ
ク
ス
ト
リ
ー
ト

シ
ェ
リ
ダ
ン
ス
ト
リ
ー
ト

セ
ン
ト
ラ
ル

シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ

セ
ン
タ
ー

370 Sheridan Street, Cairns North

＠TOBRUK FLOWBOADERS
https://tobrukmemorialpool.com.au

＠TOBRUK_FLOWRIDER
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お子様から大人まで楽しめる
フローライダーに是非チャレンジ!!

このモニュメントが目印！

バスでお越しの方は、ケアンズセントラ
ルもしくはレイク通りにあるバスターミ
ナルより110、111、113、120、121、130、
131系統にご乗車ください。

MAP:P.24 K1



☆日本語ガイドがいつもそばにいるので安心！

☆ガイドが乗船券をあらかじめ用意します。
チェックイン時の長い列に並ばなくてもOK!

●お客様のホテルへのお迎え
●行き帰りの船内でのご案内

●グリーン島到着後、グラスボトムボート乗り場、
シュノーケルセットレンタル場所、島内施設のご案内

●島で何かあってもなんでも相談
島の案内所にどきどきガイドが待機します

ケアン
ズに来たなら

MAP : P.23 B2

←陽気なスタッフと共に笑
いのひと時。船上で一緒に
ハイち～ず。ボートにも乗れ
るのでスピードも楽しめます。

世界遺産のグレートバリ
アリーフを一望できる空
からの眺めは最高。言葉
では言い表せないほどの
感動体験です。→

大空を「飛ぶ」体験！上空50ｍまでフワフワと
舞い上がり、鳥になった気分。エメラルドブルーの
海と、緑に輝くグリーン島の
美しい景色を空から眺める
贅沢なものはほかにないね！
着替えずにそのままの格好
でOKなのも嬉しい。

お問い合わせ Parasailing Green Island
グリーン島行きの船内またはグリーン島桟橋先端のカウンターにて
受付可能。当日申し込みもＯＫ!
TEL : 0499-666-888　mail : info@giparasail.com

イヤッホー!!

風が気持ちよくて

最高！

パラセーリング

グリーン
島、人気のアクティビティ!!グリーン
島、人気のアクティビティ!!グリーン
島、人気のアクティビティ!!

Green IslandGreen Island
グリーン島

MAP:P.24 J1

最高級の絶景は空に
空で完成する世界遺産の旅。
さらなる感動体験を！
美しいグレードバリアリーフの全貌をご覧いただけます。

10分間　＄199
15分間　＄269

遊覧飛行
［グリーン島発着］

10分間　＄189
［アウターリーフ発着］

＊お得な遊覧飛行＋クルーズパッケージツアーもご用意しています。
グレートバリアリーフの奇跡を空と海の二刀流でお楽しみください。

お問合せ：各種ツアーのお問合せ・ご予約はツアーデスク
または現地ツアーガイドまでお気軽にお尋ねください。
10分間/15分間の遊覧飛行は船内でも受け付けており
ます。赤いシャツを着たヘリクルーが目印！

アウターリーフ（ポンツーン）からのフライト

送迎付き 大人$140 / 子供$80 / 家族$360
送迎なし 大人$1 15 / 子供$65 / 家族$295

ホテルお迎え（送迎付き コース）

リーフフリートターミナル集合（ホテル送迎なしのお客様）

高速艇にてグリーン島へ。到着後自由時間 

☆グラスボトムボートもしくはシュノーケリング

☆どきどきガイドと行くグリーン島島内散策

高速艇にてケアンズへ。

7:30頃

8:00

12:00～12:45

どきどきガイドと行くグリーン島半日ツアー

☆経験豊富な
どきどきガイドが
日本語で島内の
散策ツアーを催行！

シュノーケリング
白砂のビーチは遠浅の海に囲まれている
ので、シュノーケリングに最適。初めてシュ
ノーケリングを体験する人にもおすすめ！

グラスボトムボート
船底がガラス底になったグラスボトムボー
トでグリーン島周辺の珊瑚礁を水に濡れる
ことなく観賞することが出来ます。

DOKI DOKI TOURS
どきどきツアーズ　

07-4031-4141

フリータイムを充実させよう！グリーン島で楽しめるオプション2選！

到着後ホテルにお送り致します。ご希望の方は市内解散も大丈夫です（送迎付コース）
※昼食は含まれておりませんのでご注意ください。
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Welcome to the GBR World!Welcome to the GBR World! Pro�lePro�le
稲井謙二/PADIダイブマスター&
インストラクターコース開催中！
TEL:0466-433-039 
Facebook:@ScubaExpertAustralia

ダイビングしたことない人も、ハマッちゃってる人も必見！
ダイバーKENJIさんが現場からGBRの魅力をお伝えします☆

vol.
37

        GREAT
BARRIER
REEF通信

        GREAT
BARRIER
REEF通信

THETHE
プロダイバーKENJIが青の国からHOTとNEWをお届けします！

Pro�le
梶本　聡／水中写真歴16年GBR歴9年。
GBRでお会いしましょう!!色々な写真は
コチラ⇒http://www.seabreeze-
photo.com

写真協力／ Satoshi Kajimoto

　グレートバリアリーフでは季節によって様々なイルカ
やクジラの仲間を観賞することができます。比較的ゆっ
くりと走るクルーズボートならば、イルカの群れが併走し
てくることも多々あります。イルカやクジラは人間の心を
癒し、虜にしてしまう愛らしさを持った水生哺乳類です。
今回はこれらイルカとクジラの生態やその違いについて
お話ししていきましょう。イルカは漢字で「海豚」と書きま
す。海の豚というには見た目もスマートで知的印象を
持っているので多少違和感がありますね…。体重に占
める脳の割合が人間に次いで大きいことから並外れた
知性を持つ動物と考えられています。クジラ類ハクジラ
亜目に属するイルカの仲間は世界中の川や海、汽水
域にも生息する肺呼吸を行う水生哺乳類です。イルカ
は息継ぎをしながら一日中泳ぎ続けている事から“眠ら
ない動物”と言われていました。しかし、現在では右の脳
と左の脳を交互に眠らせる特殊な能力（半球睡眠）を
使う事が解ってきました。目を閉じてから息をするまでの
約1分間が睡眠時間（一日にこの1分間を300回～
400回繰り返す）となり、一定方向に廻りながら眠るこ
とが知られています。面白いことに南半球のイルカは時

計回り、北半球のイルカは反時計回りに回転しながら
睡眠を取るのです。右の脳が眠っている時は左目を、逆
に左の脳が眠っている時は反対の右目を閉じて眠るの
です。クジラはその見た目の大きさから兆の1万倍の単
位の「京」と「魚」掛け合せて「鯨」となりました。鯨はそ
の名の通りクジラ目に属し、大きく分けるとハクジラ亜目
とヒゲクジラ亜目に分別されます。ヒゲクジラ類はシロナ
ガスクジラやザトウクジラに代表される大型種で、主に
プランクトンや小魚などの小型生物を主食にしていま
す。ハクジラ類はマッコウクジラやゴンドウクジラが有名
で比較的小型種が多く、イルカ類も含まれます。その名
の通り歯を持っており、魚やイカ類を食べます。イルカと
クジラは世界的にみて分別して扱われ、別名で呼ばれ
ることが多いですが、生物分類上では一切差がありま
せん。しかしながら、日本語では成体の体長が約4ｍを
超えるとクジラ、それ以下をイルカと分別しているので
す。もちろん中には異例もあり、コマッコウやゴンドウクジ
ラは成体が4ｍに達しませんがクジラに分別されていま
す。その逆でシロイルカの成体は5ｍに達することもあり
ます。カンガルーとワラビーの呼称と一緒で、ただの大き
さだけで分別されていたなんて、なんともびっくりで納得
のいかない話ですね…。

イルカとクジラの違いって？世界最大シロナガスクジラ

ミナミハンドウイルカ

星の王子・SAIが運勢をズバリ占う！

おひつじ座

月の星占い7&8&9
うまくいかない出来事が当たり前のように出て
きます。自分の力で立て直すことが良い結果に
繋がるでしょう。

3 /21-4 /19

大切に思う人に伝えたい言葉がうまく伝
わらないもどかしさに悩むことになりそう。
8月中旬ころにやってくる強い運気で恋
愛や遊びが楽しくなることでしょう。

他人をアテにすると期待はずれの結果
になりそう。パートナーと良い時間を過ご
せそうな半面、言葉の使い方に気をつけ
ないと喧嘩などが起こりやすいかも。

投機性の高い資産運用やギャンブルな
どにおいて、駆け引きと引き際を上手に
見極められるでしょう。7月は運気が不安
定。8月に勝負がオススメです。

転がり込んでくる幸運に恵まれそうな予
感。アンテナを張り巡らせておくことが大事
です。また普段と違うことが起こったら慎重
に望まないとトラブルになる可能性アリ。

特別なではなく馴染みのある場所や人か
ら素敵な体験への繋がりができそうです。
パートナーと一緒なら更に楽しめるでしょ
う。金運が良さげですが過信は禁物です。

周囲から自分に対する評価を下げる状
況に合うかも。ただ上手に対応すること
で一層の評価を受けられます。後半にか
けては金運が上昇傾向です。

家族を想う気持ちがから回りしそう。見返
りを求めないのがベターです。後半には
恋愛運がぐっと上昇します。楽しいことも
色々ありそうで期待できます。

仕事や日常生活でドタバタに見舞われそう
です。その後に良い方向に結果が向くかは
自分の努力次第。結果は少し遅れてやっ
てきます。友人づきあいも楽しくなりそう。

やる気はあるのに上手にまとまらない。そ
んなスタートになりそうです。急いで解決を
目指すのは悪手。先送りを勧めます。8月
中旬に大切な人との距離を縮められそう。

友人関係に様々なことが起こりそうです。
良いことばかりではなくトラブル的なもの
も含みますが、最終的な終着点は自分の
判断次第。熟考することが重要です。

以前から気になっていた事や人などに自
分から近づいてみると良いでしょう。人生
に影響を及ぼすだけでなく、苦手なことを
乗り越えるキッカケになるかもしれません。

スタートは低調で気持ちが重くなりがちで
すが、後半にかけて徐々に楽しいことが
増えていきます。9月末頃にでも日帰り旅
行に出かけるとよい思い出が作れそう。

おうし座 ふたご座
4 /20-5 /20 5 /21-6 /21

おとめ座かに座
6 /22-7 /22

しし座
7 /23-8 /22 8 /23-9 /22

いて座さそり座てんびん座
9 /23-10/23 10/24-11/21 11/22-12/21

やぎ座
12/22-1/19

みずがめ座 
1/20-2/18

うお座
2 /19-3/20

［金　運］〈Jul〉△ 〈Aug〉○ 〈Sep〉－
［恋愛運］〈Jul〉－ 〈Aug〉－ 〈Sep〉－
［仕事運］〈Jul〉－ 〈Aug〉－ 〈Sep〉○

［金　運］〈Jul〉○ 〈Aug〉－ 〈Sep〉－
［恋愛運］〈Jul〉－ 〈Aug〉－ 〈Sep〉－
［仕事運］〈Jul〉－ 〈Aug〉○ 〈Sep〉－

［金　運］〈Jul〉－ 〈Aug〉－ 〈Sep〉○
［恋愛運］〈Jul〉－ 〈Aug〉－ 〈Sep〉－
［仕事運］〈Jul〉△ 〈Aug〉○ 〈Sep〉－

［金　運］〈Jul〉－ 〈Aug〉－ 〈Sep〉－
［恋愛運］〈Jul〉－ 〈Aug〉◎ 〈Sep〉－
［仕事運］〈Jul〉－ 〈Aug〉－ 〈Sep〉○

［金　運］〈Jul〉－ 〈Aug〉－ 〈Sep〉－
［恋愛運］〈Jul〉－ 〈Aug〉○ 〈Sep〉－
［仕事運］〈Jul〉－ 〈Aug〉○ 〈Sep〉－

［金　運］〈Jul〉－ 〈Aug〉－ 〈Sep〉－
［恋愛運］〈Jul〉－ 〈Aug〉○ 〈Sep〉－
［仕事運］〈Jul〉△ 〈Aug〉－ 〈Sep〉－

［金　運］〈Jul〉－ 〈Aug〉－ 〈Sep〉－
［恋愛運］〈Jul〉－ 〈Aug〉－ 〈Sep〉－
［仕事運］〈Jul〉○ 〈Aug〉－ 〈Sep〉－

［金　運］〈Jul〉－ 〈Aug〉－ 〈Sep〉○
［恋愛運］〈Jul〉－ 〈Aug〉－ 〈Sep〉－
［仕事運］〈Jul〉－ 〈Aug〉－ 〈Sep〉－

［金　運］〈Jul〉－ 〈Aug〉－ 〈Sep〉○
［恋愛運］〈Jul〉－ 〈Aug〉－ 〈Sep〉○
［仕事運］〈Jul〉－ 〈Aug〉○ 〈Sep〉－

［金　運］〈Jul〉△ 〈Aug〉◎ 〈Sep〉－
［恋愛運］〈Jul〉－ 〈Aug〉－ 〈Sep〉－
［仕事運］〈Jul〉－ 〈Aug〉－ 〈Sep〉○

［金　運］〈Jul〉○ 〈Aug〉○ 〈Sep〉－
［恋愛運］〈Jul〉○ 〈Aug〉－ 〈Sep〉○
［仕事運］〈Jul〉－ 〈Aug〉－ 〈Sep〉－

［金　運］〈Jul〉○ 〈Aug〉－ 〈Sep〉－
［恋愛運］〈Jul〉－ 〈Aug〉◎ 〈Sep〉◎
［仕事運］〈Jul〉－ 〈Aug〉－ 〈Sep〉○

◎：大変良い　○：割とよい
－：普通　　　△：残念簡易評価

　　　　　　　　　　オーストラリアエコツー
リズム協会認定エコガイド。星空関係のツアー
をよく担当することから占星術に興味を持ち、
「RosyGrace」の橋本恵さんに師事。フリー
ランスで星空ガイドとして活躍中！

SAI PROFILE
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ケアンズ 
クイーンズコート
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1分徒歩 2分 3分 4分

●DJ Smith
   Property P.05&22

Cairns 24 Hour
Medical Centre P.35

Mi Haven
4 PEMBROKE STREET P.22&37
●

●Mi Haven
　50-52 GATTON STREET P.22&37

●Mi Haven
　92 MARTYN STREET 
　P.22&37

●Sushi Train P.33

●TOBRUK Memorial Pool P.19

●
Tia’s cafe 
P.33

You-Mart Japan
 P.04 
●

The Raw Prawn       P.34●

●
Midas Education

P.23

JCB

JCB

JCB

JCB

JCB

JCB

M
A

P : P.22 D
6

M
A

P : P.22 E8・
F8

M
A

P : P.23 C
3

１００％日本語
対応だから
安心じゃ中央

エレベーター横

フロア内で
移転しました

ビーチバレーコート
Beach Vo l l eyba l l  Cour t

無料で使用でき、夕方に地
元の人たちがビーチバレー
を楽しんでいます。

ケアンズ美術館
Ca i rns  Reg iona l  Ga l l e ry

地元アーティストの作品などを
設けた美術館。月~金：9～17時／
土：10～17時。／日：10～14時。

ケアンズ図書館
Ca i rns  C i t y  L ib ra ry

元市役所を改装した由緒ある
建物。月～金：10～18時／
土日：9～12時。入場無料。

マディーズ公園
Muddy 's  Park

幼児から小学生まで遊べる。
水遊びコーナー、カフェも園
内にあり。入場無料。

遊歩道
Boardwa lk

海沿いに伸びていて、散歩
や、マラソン、夕焼けが見ら
れます。

1 2

F5

F6

22

$229$229から
1週間

家具付きのお部屋
全部屋バスルーム付き
無料 Wi -F i  インターネット + その他設備
個々で操作可能なエアコンを完備
防犯カメラによるセキュリティシステム

綺麗
安全
楽しい

+61 7 4041 0407
studentliving@mihaven.com.au

mihaven s t uden t l i v i n g . c om . au

PREMIUM STUDENT APARTMENTS •  CAIRNS

s t u d e n t  l i v i n g
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Cairns Square
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●移民局
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キュランダ鉄道乗り場
毎日8:30 ＆ 9:30発
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●Blu Marlin Bistro P.32

Zipang P.34
●

●
Lanza Legal

P.42

Littles P.02
 ●

Bellocale P.34
 ●

 ●
O’chacha P.32

CTLメディカルサービス 
裏表紙&P23

●ケアンズ領事事務所 P.41

●
JAFFLEHEAD P.34

Howlin JAY’S
　　P.34●

 ●THE REEF 
　HOTEL CASINO 　   P.03

 ●Cairns ZOOM WILD LIFE DOME P.12

●Jewellery Taka P.35
●BC Accountant P.42

●Four Cinq P.32

●JTB 
裏表紙

Night Market 
P.02&23●

Salted Lime seafood and grill
 P.32 ●

●Parasailing Green Island  P.20

●

●ELIXIR by raQct P.35
●TOBEX P.22
●COOL BODY P.05

Orchid Plaza

Ganbaranba P.33●

Cairns Central Share House P.37●

●Ochre Restaurant       P.33

●La Fettuccina
　       P.32

The Raw Prawn       P.34●

Hog’s Breath Cafe       P.33 ●

OK Gift Shop　　 P.43
●

JCB
JCB

JCB

Jimmys Burger       P.32 ●

JCB

JCB

JCB
JCB

JCB

JCB

JCB
JCB

JCB

JCB

JCB

JCB

JCB

JCB

JCB

JCB

●Boat Shed       P.34

マークのお店はJCBカードがご利用いただけます。JCB

M
A

P : P.23 C
2 裏

表
紙

エスプラネードの真ん中で、素敵なお買い物とリーズナブルなお食事を
［毎日］16:30-23:00 ［フードコート］10:00-23:00　54-56 Abbott Street, Esplanade

Food Court,Dessert Bars

気軽によれる最高の
立地で、夜も11時まで
空いているから、ツ
アーやディナーの後
に立ち寄ってみて!! 

クレープ、ワッフル、チュ
ロスと色んなデザート
が楽しめる(Abbott
通り側入り口)デザート
バーはMUST。

NIGHT  MARKETS

M
A

P : P.23 B
4

M
A

P : P.22 B
7

様々なイベントが行われる
公園。綺麗な芝生でゆっく
りするにも最適。

スイミング・ラグーン
Swimming Lgoon

無料で使用できる公共の大
型プールです。更衣室も無
料で使用可。

リーフ・カジノ
The  Ree f  Ho te l  Cas ino

テーブルゲームやレストランが
楽しめる。日～木：9～3時／金
土：9～5時。18才以上入場可。

3 フォガティ公園
Fogar ty  Park

6

ショッピングセンターと併設
しているキュランダ鉄道の
駅です。

ケアンズ駅
Ca i rns  Ra i lway S ta t ion       

4

GBRの玄関口。海に遊び
に行く時は、ここから出発し
ます。

リーフフリートターミナル
Ree f  F l ee t  Te rmina l

5

F4 F3
F1

F2

23

CTL
メディカル
サービス

どんな症状でもお気軽にご相談下さい!

日本語で対応＆キャッシュレス
安心頼れる日本語クリニック

日本語直通フリーダイヤル

ご予約不要 直接お越し下さい

私がご対
応

いたします
。

1800-450-110TEL

ココ！

平日 8:30~18:00
土曜 9:00~12:00

通訳・恵さん

オーストラリアで学びたい！働きたい！
マイダス・ミグレーションにお任せください！

DO YOU WANT TO STUDY OR WORK IN AUSTRALIA?

［代表］Amos Njaramba
［住所］130 Abbott Street, Cairns, 4870, QLD  
［TEL］+61 413 283 766

教育カウンセリングと移住サービスをご提供。

オーストラリアのトップ大学入学のお手伝い。

充実した学生生活が送れるようサポート。

保護者や教育機関と連携をとりながら支援。

専門家による的確なアドバイス。

他社に負けない料金をご提供。

amos@midaseducation.com.au 
Web  https://midasmigration.com.au

Midas Education Pty Ltd
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ジェームスクック大学
James Cook Uni.
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FRESHWATER STATION
フレッシュウォーター駅

JUNGARA
ジャンガラ

CARAVONICA
カラボニカ

SMITHFIELD
スミスフィールド

Holloways Beach
ホロウェイズ・ビーチ

Trinity Beach
トリニティ・ビーチ

Kewarra Beach
ケワラ・ビーチ

Clifton Beach
クリフトン・ビーチ

Palm Cove
パーム・コーブ

TRINITY PARK
トリニティ・パーク

Machans Beach
マーチャンズ・ビーチ

KURANDA
キュランダ

Smithfield Shopping Centre
スミスフィールドSC

EDGE HILL
エッジ・ヒル

Raintree Shopping Centre
レインツリーSC

Yorkeys Knob
ヨーキーズ・ノブ
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P.22&23
Janet Evans Swim school P.42●

P.27～29
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ケープトリビュレーション

ケアンズ

ポートダグラス

イニスフェイル

Edmonton to Palm Cove

ケアンズシティの周辺オススメスポット！

パーム・コーブ
Palm Cove

リゾートとして人気。オ
ーストラリアで一番きれ
いなビーチに選ばれた。

01

プラシッド湖
Lake Placid

半日ラフティングの終着
点でもある。ローカルに
人気のイタリアンレスト
ランあり。

レッドアロー
Red Arrow Circuit

市内から近いトレッキン
グコース。展望台もあり、
地元の人に人気。

モリス湖 
Lake Morris

ケアンズの水源となっ
ている美しい湖。湖畔
には湖を見渡せる場所
やBBQ施設も完備。

09

Skyrail
熱帯雨林を一望できる
ゴンドラの駅。全長7.5
Km。観光客に人気。

フレッシュ
ウォーター駅
Freshwater Station

列車ミュージアムやお
土産コーナー、車両を
改造したカフェ等も。

クリスタル・
カスケード
Crystal Cascades

08

マングローブ
遊歩道
Mangrove walk

マングローブ内に設置され
ている遊歩道。様々な生き
物が生息し観察できる。

透き通る様な水を湛え
る、ローカルに人気のス
イミングスポット。

06

ボタニック・ガーデン
（植物園）

Flecker Botanic Gardens
1万種以上の美しい植物
が茂る38haの植物園。園
内にはカフェ有。入園無料。

07

スカイレール
乗り場

02

03

04

05

Suburb MapSuburb Map
ケアンズ郊外＆周辺のみどころ満載!!

●Fly Sea Eagle P.18

●Nautilus Aviation  P.20

●TOBRUK Memorial Pool 
   P.19

ストックランドSC

Starhills in●
Australia P.35

●
Hartleys Crocodile

 Adventures    　 P.13

●SUN PACIFIC 
COLLEGE P.38&39

●Tjapukai       P.16JCB
●Skyrail       P.27JCB

JCB

マークのお店はJCBカードがご利用いただけます。JCB

●
Sushi Train 
Smithfield店 P.33

TIA’S CAFE P.33
●
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ケアンズに特化したオプショナルツアー予約サイト

ご予約受付中!! Follow us on &

ス
マ
ホ
で
も
見
や
す
い
、使
い
や
す
い
！！

２大世界遺産ツアー２大世界遺産ツアー 半日コアラ観光半日コアラ観光

どきどき動物探検ツアーどきどき動物探検ツアー
満天の星空とワイルド
アニマル探索ツアー
満天の星空とワイルド
アニマル探索ツアー

ジャプカイ
ディナーショー
ジャプカイ
ディナーショー

4WDハマー
アドベンチャー（午前・午後・夜）
4WDハマー
アドベンチャー（午前・午後・夜）

ライトアップ
パロネラパークツアー
ライトアップ
パロネラパークツアー

世界遺産モスマン渓谷と
ポートダグラスツアー 
世界遺産モスマン渓谷と
ポートダグラスツアー 

キュランダ観光 1日／半日キュランダ観光 1日／半日

あっ！ケアンズツアーならあっ！ケアンズツアーなら
以下のツアーは空席があれば
当日でも予約OK！ お気軽にLINE@で
お問合せください（日本語対応）

はじめました
オプショナルツアーの「ご予約」
「ご相談」はLINEをご活用ください！　

LINEトークでオプショナルツアーの空席状況
などを簡単に調べることができます！
お気軽にお問い合わせください。 

※ツアー代金のお支払い方法はクレジットカード決済のみとなります
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Smithfield

Red Peak

ケアンズを象徴するアトラ
クションの一つSkyrail。
全長7.5kmのケーブル
ウェイで空からの熱帯
雨林を。

キュランダには動物に触れ
合える施設も沢山。日本では
見ることの出来ない色とり
どりの鳥たち。

カンガルーやワラ
ビーの餌付け。こんな
に間近で可愛い動
物に触れ合えるなん
て貴重な体験。

キュランダ駅の歴史
を感じる素敵な駅
舎。熱帯雨林に佇む
駅は、どこもフォト
ジェニック。

オーストラリアを代表するコアラにも
会えます。寝ていることが多いけど、
その姿もキュート♡

ヘリテージマーケットの横にひっそり
と横たわる飛行機。まるで映画の
セットみたい。

キュランダ村の名物の一つ、マー
ケット。マーケット巡りをするのも
おススメです。

マイナスイオンたっぷりな世界遺産の熱帯雨林に
囲まれて食べる食事は格別。美味しい～!!

キュランダからほど近いマ
リーバは、コーヒーで有名。
キュランダでも地元産のコー
ヒーが楽しめるカフェが◎。

村の中にさりげなくある、標識やガード
レールもいちいち可愛くて、ついつい立ち
止まってしまいます。さすが、芸術家が
あつまる村キュランダ。いっぱい写真を
撮って自慢しちゃお。

お土産物屋さんも、
沢山並ぶキュランダ
村。それぞれのお店
のオリジナル商品も
豊富。お店の人に
聞いてみて♪

オーストラリアなら
ではの定番パブメ
ニューから唐揚げ
バーガーなど一味
違ったものまで。

世界の車窓からのオープ
ニングもつとめていたキュ
ランダ高原列車。道中、
数々の見所あり。

Skyrailでも列車でも、途中
下車してみて頂きたいバロン
滝。雨の後の滝はその迫力に
圧倒されます。

5見る

1触れる

2撮る

4買う

3食べる

キュ
ランダ

を遊びつくす

Things
5

to DO
in Kuranda
キュランダで楽しむ

5つのこと
カンガルーの毛皮のベストなど、
日本では手に入らないものも
いっぱいあるよ!!

Insta映えポイントが
いっぱい!!

友達同士で撮りっこしよう♪



CAIRNS
ケアンズ

SMITHFIELD
スミスフィールド

スミスフィールド
ターミナル

バロンフォールズ駅

レッドピーク駅

キュランダ駅

CAIRNS INTERNATIONAL AIRPORT
ケアンズ空港

Smithfield

Red Peak

Barron Falls

世界で最も美しい熱帯雨林への旅の始まり
ケアンズ郊外のスミスフィールドと
マカリスター山脈に位置する観光
地としても人気のキュランダを結
び、世界最古と言われる緑深い熱
帯雨林の上を飛ぶように進む
Skyrail。いかに自然を壊さず、一
人でも多くの人に世界遺産に登
録された熱帯雨林を楽しんもらう
ため、高い基準のもと運営されて
おり、国内外の数々の観光賞を受
賞。ケアンズに来たならMUSTで
体験して頂きたいアトラクションの
一つ。
ケアンズにほど近いスミスフィー
ルド駅の辺りからは、ケアンズと
その向こうに広がるもう一つの世
界遺産グレートバリアリーフを一
望することが可能。

実際に身を置き、肌で感じる古代の森

レッドピーク駅

眼下に広がっていた海岸線の景色がだん
だんと緑濃い森の景色へと変化してい
く。景色がすっかり熱帯雨林になった頃、
最初の駅レッドピークに到着。
レッドピーク駅では、ゴンドラを降りて森
の中へ。覆い茂るトロピカルな植物の間

を縫うように、そして環境への影響が最小限になるよう設計された遊歩道を
知識豊かなレンジャーと一緒に散策することが可能。樹齢400年のカウリパ
イン(写真)など、ここに住む動植物の興味深い生態などを聞きながら肌で古
代の森の凄さを感じて欲しい。

2019年5月にオープンしたばかりのケアンズ最新スポット“ザ・エッジ”展望台。
バロン滝のすぐ上まで近づくことができ、またガラスの床部分はスリル満点。今ま
でに見たことのない角度からのバロン滝と熱帯雨林を楽しめること間違いなし。

落差260ｍを誇るバロン滝は圧巻

ケアンズ最新スポット“ザ・エッジ”展望台

スカイレールでは、専用アプリのダウンロードが
可能。もちろん日本語対応で、より詳しい熱帯
雨林の説明をオンタイムでCheck!!

スカイレール解説アプリを
ダウンロードしてより良い旅を

バロンフォールズ駅

バロンフォールズ駅とキュランダ駅
の間では、バロン川の上を渡る場
面も。スカイレールでしか体験でき
ないシーンが、そこかしこに広が
り、空の上を飛ぶようにすすむ旅も
アッというま。何万年もの時を経て
作り上げられた熱帯雨林を思う存
分、楽しむならSkyrailで。

スカイレールの旅のクライマックスの一
つともいえるバロン滝を見るには、バロ
ンフォールズ駅で下車。水量が多い雨
季の滝は、壮大で圧巻。角度によって
は、滝にかかる虹も見えフォトジェニック
なスポットでもある。また、この駅には
オーストラリア有数の科学研究組織と
共同開発した熱帯雨林館もあり、ここ
でしか見られない植物や動物を子供で
も楽しく学べるようになっている。

スミスフィールド駅

世界最古の森を感じる
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Stillwater Sweets
スティルウォータースイーツ

オーナーKIMさんの手作りソフトキャン
ディーはキュランダの人気お土産の一
つ。材料はすべて地元産、無香料、無
着色のキャンディー。フルーツ味や抹茶
味など、どのフレーバーも素材の味が濃

縮されておいし
い！お手頃価格
でお土産用のま
とめ買いに◎。

地元食材で作った人気キャンディー

お
店
で
作
ら
れ
た
新
鮮
な

キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
を
ど
う
ぞ

↑４種類の果物の
味が楽しめる人気
のMix($3.95)。

●住 17 Therwine St. Kuranda 
●営 10:00～15:00 ●休 無 ●☎ 4093-8665
●ウ www.stillwatersweets.com

COUPON
100gパック10コ購入すると
追加で２コプレゼント！

COUPON

キュランダ
お散歩マップ

日本人スタッフ 日本語メニュー 子供用ハイチェアー

01

0 3

●住 17 Therwine St. Kuranda  ●営 9:30～16:00  ●休 無 ●☎  4093-8850  
●ウ www.australianbushstore.com

The Australian Bush Store
オーストラリアンブッシュストア

COUPON
$20以上お買い上げで、素敵なプレゼント!!
（本誌リビケンをご提示ください）COUPON

04

他とちょっと違うものをお探しのあなたに

オーストラリアンブッシュストアなら“一味違う”を見つけ
ることが出来ます。オーストラリア、地元産の商品が沢

山でお土産には最適。ここで
しか買えない商品も多数有。日
本語が話せるスタッフもいてあ
なたの欲し
いを見つけ
られるはず。

COUPON
購入時に
リビケン持参で
素敵なプレゼント

最新情報やお得な情報はインスタをチェック！

COUPON

0 5

オーストラリア発のアクセサリーブランドBICOは遊び心
のあるデザインが多くオリジナリティが高いことでも話題。
各デザインにはそれぞれに意味が込められており、アク
セサリー好きの方へのプレゼントにぴったり！

オーストラリア産まれの人気アクセサリー”BICO”。　

ビコ イン キュランダ

BICO IN KURANDA

●住 15Therwine St. Kuranda ●営 10:00～15:00
●ウ  http://bicocairns.racms.jp/ https://www.instagram.com/dai7885/

SEAHORSE
意味
（情熱・ラッキー）

芸能人も

多数愛用

バタフライショップ＆カフェバー

Butterfly Shop & Cafe Bar0 2

キュランダ初！カフェ併設ギフトショップ
バス停降りて目の前のベストロケーションに
オープンしたギフトショップ。手作りの石鹸や限
定ジュエリー、チャームなどが人気のお店。地
元コーヒー豆を使ったコーヒーカクテルも充実！
●住 17 Therwine Street Kuranda 
●営 9:30～16:00●休 無 ●☎  0427-676-521 
●ウ www.butterflyshop.com.au

COUPON
20ドル以上お買い上げの方、
シングルアイスクリーム1つプレゼント！COUPON

キュランダアイスクリーム

Kuranda Icecream

●住 Therwine St. Kuranda ●営 9:00～16:00●休月・火
●☎  0419-644-933 ●ウ  www.kuranda- icecream.com.au

0 3

さまざまな、ガイドブックでお馴染みの
名物クリフおじさんの手作りアイスは、
甘さ控えめの優しい味♥バラエティ
ー豊富な、日本語ギャグもお楽しみに。
シングル＄4、ダブル＄7。

20
年
近
く
前
か
ら

ア
イ
ス
ク
リ
ー
ム
を

売
っ
て
る
よ
！

08
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クーポン利用の際はリビケン持参で！ Please present coupon to redeem offer.　

0 9

●住 Heritage Markets, Rob Veivers Dr, Kuranda QLD 4881 ●営 9:00~16:00 
●休１２/２５ ●☎  4093-9953 ●ウ  www.koalagardens.com

0 7

自由に餌付けできるカンガルー、ウォンバット
やケアンズ初登場のクオッカとビルビー、
フクロモモンガにクロコダイルなどコン
パクトな園内にはかわいいオージーアニマル

が勢ぞろい！散策
時の立ち寄りに
最適です。

キュランダ村で唯一コアラ抱っこ写真が撮れる動物園。

COUPON
入場料１０％OFF
Receive 10% Off Admission
Discount awarded for admission by
presenting this coupon.

大人$19.00 
子供（4-15歳）
$9.50

COUPON

キュランダ コアラ ガーデンズ

Kuranda Koala Gardens

大
人
気
の
ク
オ
ッ
カ
に

会
え
る
の
は
ケ
ア
ン
ズ
で

コ
ア
ラ
ガ
ー
デ
ン
ズ
だ
け
！

ウ
ォ
ン
バ
ッ
ト
の

赤
ち
ゃ
ん
も
お
披
露
目
♪

名物のカンガルーポットパイや、シェフこだ
わりのビーフバーガーなどオーストラリア
らしいメニューが揃いローカ
ルにも大変人気。バーでは
ケアンズで人気のクラフト
ビールが飲めるのも嬉しい！

キュランダでのランチはここで決まり！
KURANDA HOTEL
キュランダホテル

0 9

●住 16 Arara St, Kuranda ●営 10：00～16：00 ●休 無

COUPON
メインミールをオーダーされたお客様に
ローカルビール・ハウスワイン・ソフトドリンクのいずれかを１杯サービス
※注文時にご提示ください。※１オーダーに対して１杯のサービス。
Receive 1 free drink (local beer, house wine or Soft Drink) for every main meal ordered

COUPON

Birdworld Kuranda
バードワールド キュランダ

オーストラリアの鳥が自然に
近い状態で飼育されている鳥園

●住  
●営  9:00-16:00 ●休 12/25 ●☎ 4093-9188
●ウ www.birdworldkuranda.com 
●メ  reservations@birdworldkuranda.com

0 6

German Tucker
ジャーマンタッカー

「うちのソーセージは世界一！」と豪語
する超巨大ソーセージはドイツの伝統
的レシピで手作り。ジューシー＆スパイ

スが効いて最強。種
類はビーフ、ポーク、
ワニ、エミュー、豆腐
もあり。ドイツビール
と一緒にどうぞ！

キュランダ名物のホットドッグがコレ
ぶっといソーセージを豪快に食らう！

うちの店は
宇宙人も食べに
来るほどの
人気なんだぜ！

●住 Therwine St. Shop14 Kuranda ●営  9:30～15:00 ●休 無 ●☎ 4093-7398

COUPON
ホットドッグ＆ソフトドリンク（缶）＄8.5
ホットドッグ＆ビール＄12.5

COUPON

1 0

バードワールドは他にはないユニーク
な熱帯雨林の生息地を園内に再現し
60種近いオーストラリア固有種の鳥
を飼育しています。園内を飛び回って
いる鳥達は世界で失われつつある
熱帯雨林に生息する種で、素晴らし
いアマゾンのコンゴウインコ、絶滅の危機に瀕したカソワリ、そしてヒインコ、
モモイロインコ、キバタンなどが見られます。

0 8

可愛いがいっぱい詰まった、女の子ならMUSTで寄りたいお店

トンケッティ トレーディング

Tonketti Trading

●住 Shop 5 Coondoo st. Kuranda ●営 10:00~15:30 
●休 無 ●☎  0414-661-942 
●ウ  https://www.tonkettitrading.com.au/

COUPON

$50以上お買い上げで$5OFF
COUPON

今、人気のボヘミアンな洋服を幅広く取り揃えたSHOP。シルバーアクセ
や革製バッグなど小物も充実。他の人とはちょっと違うがココにはあります。

COUPON
鳥の餌をプレゼント

Free bag of Bird Food

COUPON

キュランダレインフォレストコーヒー

Kuranda Rainforest Coffee1 1

世界的な生産量 0.0001％以下のコーヒー豆を堪能＆お土産に！
ケアンズから車で約1時間の郊外で無農薬栽培された良質な豆を自家焙
煎して販売。地元産の豆を使用している店は少なく、他の豆を混ぜないスト
レートコーヒーが特徴。お店では世界各国の旅行者や地元の人から高い
評価を得ている豆の販売とバリスタが丁寧に淹れてくれるコーヒーを楽しめ
ます。「水出しコーヒー」も大人気。午後は混雑するので午前中が狙い目。
●住 17 Thongon St.  ●営 9:00～15:30  ●休 無  ●☎  0414-790-034
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この看板の駐車場が近道！ 
恐竜のオブジェがある
お店の横からが裏ルート マーケットの大きな看板が目印 建物内を抜けるとマーケット

A B C D

オリジナルマーケット　口

キュランダ駅

スカイレール乗り場

【オススメスポット】

街中にあるアート作品
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髭オヤジの

vol.13 釣りバカ日誌inケアンズ釣りバカ日誌inケアンズ釣りバカ日誌inケアンズ

　ケアンズから北に約３２０ｋｍ程に位置
するクックタウンはハッキリ言って田舎町
（決して見下している訳じゃないんですが）。
以前に仕事で行った時にレンタカーを借り
たのだが、ナンバープレートが付いておらず
店にその事を教えると、「なんか問題が
有ったらこの店から借りたって言って！そうす
りゃ警察も平気よ。」その時に商店の駐車
場で運悪く他の車にコツンとやってしまい、
相手のオバちゃんドライバーが見ていた。
瞬間は怒声だったが何処にも傷も無いと
解ると「じゃいいわ。」そして自分が去る時
にゴメンねと今一度手を振ると、ブンブン
振り替えしてくれた。Ｓｅｅ ｙａ！だって、ホント
に人が良い純朴感が溢れてる。

　数年前にタクシーを利用した時に何台
有るのか尋ねた所、「４台だ。」と言い切った。
ベーカリーは一軒有るが、気が向かない時
にはケアンズで焼かれたパンを空輸して
貰っているのを知っている。アコモデーション
のスタッフから「たまに顔を見るわね。そん
なにクックタウンが好きなら引っ越して来な
さいよ！」「ウールワースかコールスが有った
らね。少なくとも。」と返したら目を避けられ
てしまい、以来あまり口を利いて貰えない。
常設の信号機は無く（昨年までの記憶では）、
南風が吹き付ける為木々は傾いて生えて
いる。
　我が家はそんなクックタウンが大好き
だ。年一くらいで訪れているんじゃないだろ
うか。既に見れる所は見たし、灯台からは
行く度に街の全景を写真に収めている。

とにかくノンビリが基本で、プール＋ボンボ
ンベッド、そしてビール、あと釣り。
　クックタウンはエンデボア河という大河
の河口に有り小さいながらも港が設けられ
ている。週末などは街中の人間（20名ほ
ど）が竿を持って港に集まって来る。桟橋
からサーディンを取り活き餌にするのだが、
見ていると40前後のメッキからたまにサワラ
やグランター（ミゾイサキ）等が釣れてくる。
魚種はケアンズと差は無いが、やはり魚の
数は多くサイズもケアンズより多少大きい
かなと。
　まず最初に我々も餌取りで桟橋から投
網を投げるのだが、これが凄い！毎回まず
一投げでサーディンが投網一杯になり、桟
橋に上げるのが一苦労。ある程度バケツ
に入れて残りは周りの釣り人にお裾分け。
我が家はクックタウンではいつもレンタル
ボートを借りている。丁度家族4人が乗れ
る15馬力船外機付きカンカンボートで、別
に河の上流奥深くまで遡る訳では無いの
で充分。最初に借りた時に一応の近場ポ
イント（沈船）を聞いており15分程の距
離。（周りには個人のヨットとかクルーザー
が係留されている横の波打ち際にワニが
横たわっているのに最初はビックリだが、
もう慣れた。）

　アンカーを降ろしてボートを固定したら
釣り開始。ほぼ釣っている間入れ食い状態
が続く。サーディンを切り身にしてハリに刺し
軽めのオモリで沈船向かって投げ込むと
すぐにアタリが来る。釣れてくるのは20～
30のモーゼスパーチやストライピー（シマイ
サキ？）、それに30前後のブリーム（黒鯛）
が主で、たまに40オーバーのマングローブ
ジャックや毎回デカ過ぎて上げられない
エイなど。ブリームも30サイズになると
結構のパワーとなりラインも引き出していく
ので子供には楽しいだろう。

　ファミリーフィッシングだからそれで充分。
自分は最初から最後まで餌を付けてやり、
魚を外す裏方さんだがそれはそれでね。
（まっ、いつかはエンデボア河の上流に別け
入っての真剣バラマンディをやってやり
ますから）
　毎回日焼けして真っ赤になった顔を夕方
のテラスに出て冷やしながら飲むビール
は、もう最高！大好きです、田舎町クック
タウン。（クックタウンに行かれる人は絶対
海岸線の道路で！ 四駆おススメのダイナ
ミック道です。）
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　A
SK NOW

! えびす堂
寒くなりましたね。
足が冷えると全身の血行が滞り体のアチ
コチの調子が悪くなります。
モチロン腰も痛くなります！
「頭寒足熱」足を温めて健康を保ちましょう！
6月中はお休み頂きましたが、7月より通常
営業しております。
いつでもご連絡をお待ちしております。

指圧：TAKU 0430 105 173
Beauty：YURI 0413 251 193

Dolphins with Rainbow
（ColourTalks）
レイキ＆サウンドヒーリング
レイキ講座・パステル和アート講座
www.dolphinswithrainbow.com
colourtalks@gmail.com
0403-112-116

HANDYMAN
家やオフィスのメンテナンス。各種組立作
業、清掃などの雑用も請け負います。
まずは、ご相談を！ Labour $40/H~
E-mail:toshi.shimozaki@gmail.com
Mob:0410 070 997 Toshi

パーソナルトレーナー
あなたのダイエット方法、筋トレ見直してみませ
んか。効果がないのは努力が足りないのでは
なく、やり方が間違っているからです。初心者
の方は年齢に関係なく早く身体が変わります。
1回＄30　2人参加の場合2人目＄20
ご自宅またはお通いのジムへ伺います。
食事法、筋トレ、Ｑ＆Ａ約1時間
よしきんに君 0406118037
e-mail yoshiki_juve@yahoo.co.jp

語学学校インターンシップ生募集
（Job Ready Program-JR）
新しいスキル、新しい仲間、そして新しい自分
に出会えます。
 【トレーニング内容】
一般英語・実践英語・オフィス英語・アドミニ
スキル・アコモデーションサービス・イベント
コーディネート・カウンセリングスキル・クリーニ
ングスキル・キッチンスキル ・チームビルディン
グ・その他
【期間4ヶ月間】うち1ヶ月間 英会話クラス参
加含む
【滞在・食事】全込み
【費用】無料
【参加条件】ワーキングホリデービザ、海外旅
行保険加入者、英語力中級以上、面接有り
サンパシフィックカレッジ
SPC ケワラビーチ
all4one@spcgroup.me まで

ケワラビーチSPCから
学生寮無料キャンペーン
「もう少し英語の勉強をしたい」という方へ
ぴったり。全食事 & 夜間クラス付きのキャン
パス内学生寮で安心して勉強に集中出来る
チャンスです。
 ・英語コース4週間以上の入学→ 
学生寮1週間無料
 ・英語コース6週間以上の入学→ 
学生寮2週間無料
自然いっぱいスポーツたっぷりのSPCの情報
は本誌内でご確認ください。お問い合わせの
際には「リビケンで見たよ」とお伝えください。
wecare@spcgroup.me
07-40572100
（ご利用可能期間：2019年9月30日）

日本へ荷物を送るなら
ケアンズから航空宅配便
スーツケース・大箱 25kg ＄200

国内便宅配 5都市へ
シドニー 20kg ＄130

日本向け海外引越し
AUS国内引越し
見積もり無料

CUBEケアンズ店 前川
www.cubeit.com.au
電話 0420-456-100

車の修理、買取販売＆
RWCなど車のことなら
ジャパンオートリペアへ！
オイル交換から電球交換、エアコン修理など
車に関する事は何でもご相談ください。
迅速丁寧に対応致します。
オイル交換＄74ドル～
ワイパーゴムの交換＄8ドル～
格安中古車＆委託車両販売中
随時お問い合わせください。
Japan auto repair
月-金　8:00 - 16:30 
07 4032 0912  

〈警察官の練習場で
安全射撃体験〉
ケアンズ射撃ツアー
＝警察官やSWATの練習場の為、事前
予約無しでは入館出来ません。＝
ツアー所要時間約１時間
日本語無料送迎付き
ご帰国日の朝にも余裕でご参加可能
8時～最終お迎え時間16時。土日祝は閉館
①ダイアモンドコース　＄２００
②サファイアコース　  ＄１５０
③ルビーコース　　　 ＄１００　
＊お一人参加の場合、①か②をお選び下さい。
詳しい事はHPをご覧下さい。
https://cairnsshageki.localinfo.jp
ご予約/お問い合わせはお気軽に！
メール  cairns.shageki@gmail.com
Line   @dkz6870v　
電話　0488-659-199
インスタグラム　cairns_shageki_tour
L INE/メール/お電話から直接ご予約の
方には弾丸キーホルダー進呈中！

Smile with Kids
皆様のご協力のもと、７月２１日～３１日に
福島から８名の生徒さんがケアンズに来ら
れます。期間中のイベントのお知らせです。
Cairns, City of Hopeイベント
（ケアンズ市、ピースボートと共催）
日時：７月２１日（日）１１時～１３時　
場所：エスプラネード（ナイトマーケット前広場）
福島の子供達やピースボートの方々、ケア
ンズでエコ活動されている方々との交流や
パフォーマンスもお楽しみいただけます。日
本語ボランティアさんも募集中！
福島の子供達のお話会
日時：７月２７日（土）１２時半～　
場所：レインツリーショッピングセンター内 
Kumon
お問い合わせは
smilewithkids8@gmail.com
0403-112-116まで。
更新情報はht t p s://www. f acebook . 
com/smilewithkids/をご覧ください。

ウォリスそろばん教室
珠算・暗算・算数・高校数学の個別指導。
先ずはお試しレッスンのご予約を！
HP: abacusbywallis.com
Ph: 0437 600 229

Yoga
体の凝り 産後の歪み 心のモヤモヤ 
ヨガで解消しませんか？
fb: YByogacairnslearnfromnature
ph: 0416 393 940 （Yuri）

アカリ カウンセリング 
サービス
日本語女性カウンセラーが色々なご相談
承ります。
詳しくはhttps://www.akaricounsellingservice.com/
もしくは　0423173879 サヨコまで

ウォリス 感情塾
人生を前進させる心のセッション。
日常生活のストレス・不安・心配をクリアにし
ていきます。
感情セラピスト・ウォリス 依子
HP: inspiredbywallis.com.au
Ph: 0437 600 229
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両替 TOBEX
創業20年　比べて納得、
￥→A$ / A$→￥の両替ならTOBEXへ。
詳しくは本誌マップページの
広告をご覧下さい。
オーキッドプラザ2階　07 4041 1730

Micro Tech PC Services
PC修理・ウィルス除去・バックアップ・OS
の再インストール・OSの日本語化・ネットワ
ーク（NBN/LAN/WIFI）の設置・PCのカ
スタム制作・使わなくなったPCの安心廃
棄処分等。相談・見積もり無料、作業費
$30（1時間）～にて承ります。
0419-744-264マサキまで



PROFILE

ココナッツミルクでクリーミーな
グリーンポーポーサラダ

はるいっと：1997年来豪。栄養士。
オーストラリアの食材を使って美味しく食べられるレシピを紹介。

「普段の家庭料理」をケアンズで手に入りやすい食材で作ってみよう！
❶グリーンポーポーは皮を厚めにむき、薄く
刻むかピーラーで薄く削いていき、15分ほ
ど酢水につけておく。
❷水を切って、ボウルに入れ塩を入れてよく
揉みながら混ぜる。
❸しょうが、にんにく、りんご、フィッシュソー
ス、だし汁を入れてよく混ぜ、チリフレーク＊
を入れる（＊コリアンチリがお勧めですが、手
に入らない場合は少なめに入れてください）
❹❸に塩漬けして水気を切ったグリーンポー
ポーを入れ、よく混ぜ合わせ、15分ほどおい
ておく。
❺ココナッツミルクを入れて全体を混ぜ合わ
せる。皿に盛りコリアンダーを飾る。

グリーンポーポーの皮を剥くときは、ゴム手袋など
つけておきましょう。グリーンポーポーが手に入らな
い場合は、白菜で4番まで作り、一晩おくとキムチに
なります。グリーンポーポーの食感とクリーミーな
ココナッツミルクの味がよく合います。チリフレーク

は韓国産のキムチ用のものが辛す
ぎず風味があり美味しくできます。

Recipe
no.72

★グリーンポーポー…皮をむいて白い実の部分約５００g
★酢…大さじ１　★塩…大さじ４
★しょうが…すりおろして小さじ１
★にんにく…すりおろして小さじ１
★りんご…すりおろして大さじ１
★フィッシュソース…大さじ２
★チリフレーク…大さじ１から２
★だし汁…大さじ２
★ココナッツミルク…４００cc
★コリアンダー…飾り用適宜

材 料
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パンケーキセット$19.50／
バーガーセット$22／エッグベネディクトセット$21

すべてコーヒー・紅茶またはジュース付

●住 1 Spence St. Reef Fleet Terminal 
●営 6:30～14:00 ●休 無 ●☎ 4031-6222

▶MAP P.23: B2

港の目の前、リーフターミナル内にある朝
食&ランチに最高のイートインもお持ち帰り
も可能なカフェ。キッシュ、マフィンなどの軽
食、ケーキは地元産。毎日シェフが手作り。

GBR出航前に最適！

●住 41 Shields St. ●営 12:00～15:00（金のみ）
17:00～Late ●休 無 ●☎ 4031-5959

大人気老舗イ
タリアンレストラ
ン。お勧めはこ
だわりラムと大

小選べるパ
スタ、牛肉
のカルパッ

チョとシーフードグリル！！

地元産
食材アリ！

Blu Marlin Bistro【ブルーマーリンビストロ】 
▶MAP P.23: D3

La Fettuccina【ラフェットチーナ】 

Gourmet
ケアンズグルメ

Cairns
20192019

10%OFF ※ランチスペシャルには使用不可

●住 64 Shields St. Cairns　
●営 月～日 11:30-14:00（ランチ） 
火～日 17:00-21:00（ディナー） 
●休 祝　●☎ 0423-941-129 
●ウ https://salted-lime-seafood-grill.business.site

▶MAP P.23: D4

ドリンク付きお得な$15ランチセットが
毎日お楽しみ頂けるようになりました。

Salted Lime seafood & grill
【ソルテッド ライム シーフード & グリル】 

創業26年、ケアンズ唯一の認定日本
レストラン。定食、居酒屋メニュー、日
本酒、ビール多数取り揃えています。

やっぱり日本食

●住 66 Shield St Cairns （CNR Sheridan & Shield st）　●営 11:00‒22:00　
●休 無　●☎ 4041-6651　●ウ http://www.jimmysburgerco.com/

▶MAP P.23: D4

JIMMYS BURGER & CO【ジミーズバーガー】 

一度は行ってみたい人気のハンバーガー専門店
ケアンズに来たならオージースタイルのハンバー
ガーを食べなきゃ始まらない！オーナーが自信を
もってオススメするハンバーガーはビーフ、チキン
共に絶品！またお店の外にある♡のウォールアー
トはSNS映え120%の撮影スポット！

ローカル気分を味わいに来て！

●住 34 Lake St. Palm Court 2F 
●営 ランチ 12:00~14:00ラストオーダー（水～土） 
ディナー 17:30~20:00ラストオーダー（火～土） 
●休 日・月 ●☎ 4051-7055

▶MAP P.23: C2

O' CHACHA Japanese Restaurant 【おちゃちゃ】 

濃厚な海老スープが
やみつきに！

●住 Shop 6/20 Lake St Cairns 4870 QLD AUSTRALIA    
●営 ランチ11:30-14:30  ディナー17:30-21:00 （ラストオーダー20:30） ●☎ 4031-7774

▶MAP P.23: C2

FOUR CINQ【フォーシンク】 

ロブスターの殻からとった
出汁とオリジナルのトマト
ソースをブレンドして作った
スープはここでしか出会え
ない！美味しい麺と濃厚な

海老スープの
『海老ラーメン』
を是非一度味
わってください。

（4人分）

トロトロ焼豚丼、エビフライランチ
（$20）も新
登場！新オー
プンのエンタ
メルームでは
お食事も楽
しめます！
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▶MAP P.23: D3

ケアンズで創業27年を誇る人気ス
テーキ店。13種類のステーキからお
好みをチョイス。看板メニューのプライ
ムリブはなんと18時間かけて仕込み
ます。最高の柔らかさと風味は絶品で
す。他にもシーフード、チキン、サラダ、
バーガー、キッズメニューも豊富。日本
人にもとってもフレンドリーなのも嬉し
い。日本語メニュー有。

地元オージーも通う
大人気のステーキ屋さん

Hog’s Cairns 【ホグスケアンズ】 

●住 64 Spence St. ●営 11:30～14:30／17:00～Late ●休 無 ●☎ 4031-7711

全ステーキ10%OFF

5%OFF

●住 227 Sheridan St. 
●営 月～金9:00～21:30／土・祝10:00～21:30／日17:00～21:30 ●休 無 ●☎ 4031-2222

ランチタイムは通常メニューがお得に食べられます。

▶MAP P.24: K1

Tia's cafe【ティアズカフェ】 

海の目の前、2016年度QLD
ツーリズムアワード金賞

●住 6/1 Marlin Parade（Harbour Lights） 
●営 12:00～15:00（月～金）17:30～Late（毎日） ●休 無 ●☎ 4051-0100 ●ウ www.ochrerestaurant.com.au

数々の受賞歴のあるシェフが腕を振
るう創作料理は地元のみならず地
方からのファンも多数。地元食材を
存分に満喫できる有名店！ランチ
セットもあります。

▶MAP P.23: B2

Ochre Restaurant【オカーレストラン】 

10%OFF

2度焼き豚バラと
ホタテの炙り

35日熟成
トマホークステーキ
地元産プレミアムビーフ・
シェアするのにピッタリ。 地元産

食材アリ！

新メニューが続々と登場！

▶MAP P.22: D9
●住 Shop 5 and 6, 217 Sheridan Street, Cairns ●営 11:00～21:00（祝日は除く） ●☎ 4041-0576

●住 Smithfield Shopping Centre ●営 10:00-21:00（月～金）、10:00-20:00（土）、10:00-16:30（日） ●☎ 4038-3771

サーモンやホタテの表面をバーナーで炙った
炙り寿司は香ばしい風味が増して一層美味
しい！甘辛のタレとマヨネーズの相性も抜群！ 
パーティーにぴったりの寿司プラッターは握り
寿司や巻き寿司など種類が豊富。

オーストラリアで大人気の回転寿司チェーン店 

事前に電話でオーダーが出来るのも嬉しい。
ご予約はコチラ
North Cairns店 （07）4041-0576
Smithfield店 （07）4038-3771

Sushi Train North Cairns & Smithfield 【スシトレイン】 

North Cairns店

▶MAP P.24: I3Smithfield店

Happy
Platter
【$35.00】

Ocean
Platter

【$60.00】

炙りサーモン

炙りホタテ

M
A
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旅先には
旅先の
麺がある

LOVE JAPAN

COOL JAPAN

新時 代も宜しく
お願いします

令和
 元年
12-20 Spence St.   Tel : 4031-2522
営業時間 11:30 -14:30,17:00-20:30 

@ ganbaranba
@ cool_ganba

日々更新中！

すべての「がんばる」を応援します

LOVE JAPAN Cairns Local Support Team
GANBARANBA

平成
No.1

IKEMEN
粋麺

将来 自分の店を持ちたい…
そんな 夢を 持ちながら
日本でバイトし ケアンズにきた。

まだまだ 若い僕らの
夢を真剣に聞いてくれる
仲間に出逢えた。

だから やってみる。

夢は実現するためにある。

既に大人気のベトナムロー
ルに続くお手軽B級グルメ
「Satay Roll」が新登場！具
材はチキン、ポーク、ビーフから選べ、濃厚な
ピーナッツソースとの相性が抜群！カリっと揚
がった魚にレッドカレーソースが絡む辛ウマ

の「Stir fried Crispy fish 
with red curry paste」も
お試しあれ！ 

昭和生まれ

平成生まれ



ケアンズ老舗の日本食レストラン
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●住 39 Shields Street, Cairns（ケアンズセントラルから徒歩３分） 
●営 ランチ 11:30-14:00、ディナー 17:30-21:00 ●休 月
●☎ 07-4051-3328

ラーメンをご注文の方に缶ドリンク１本サービス（必ず本誌をご持参ください）Coupon

オージーからも大人気、
絶品テリヤキチキン丼、からあげ丼をはじめ、
しょうゆ、味噌、豚骨から選べる
定番のらーめん、ちゃんぽんらーめん、カツ丼、
親子丼、新鮮な刺身、寿司、海鮮丼と
豊富なメニューを取り揃えております。
全メニューお持ち帰り頂けます。
（除アルコール）

●住 103 The Esplanade.●営 11：30～21：30（ラストオーダー）【12月26日、1月1日】17:00～ 
●休 12月25日 ●☎ 4031-5400

エスプラネード沿いの人気シーフードレストラン。鮮度の高いこだ
わりの地元産魚介類を贅沢に使用。素材の味を生かした調理法
で美味しく、日本人スタッフもいて安心!ロケーションも抜群です。

シーフードを食べるならココ!

▶MAP P.23: B5

The Raw Prawn 【ザロウプロウン】 

バナナエビとウチワエビの炭火焼

日本語メニューあります。

地産地消!ローカルに人気のイタリアン

●住 62 Shields St. ●営 17:00～Late（火～日） ●休 月 ●☎ 4051-7777 ●ウ  https://www.bellocale.com.au/

“Bellocale”はイタリア語で地元の素晴らしい
もの。その名の通り、新鮮な地元産の魚介類と
野菜を使った本格イタリアンの楽しめるお店。
ビールやワインの種類も豊富。

リングイネ マリナーラ

▶MAP P.23: D4

Bellocale【ベロカーレ】 

抜群の立地&景色!
ヨットを見ながら最高の食事

●住 Shop 7&8,Cairns Harbour Lights,1 Marlina ●営 11:30～Late（ランチ 11:30～15:00） 
●休 クリスマス（12月26日、1月1日はディナーのみ営業） ●☎ 4031-4748 ●メ social@boatshedcairns.com.au 

タパスから大皿料理までメニューが豊富。ラン
チからディナーまでスペシャルメニューがあり、
日本語メニューも有り。 

▶MAP P.23: B2

BOATSHED【ボートシェッド】 

絶品!!ホットサンドが食べられる街の中心部にあるカフェ

●住 39 Lake St. ●営 月～金7：30～15：00、土日8：00～15：00 ●休 無 ●☎ 0459-622-452

味よし、サービスよし、そのうえ安い！！と、
三拍子そろって地元で人気急上昇中。
ホットサンドの中身はオーストラリアなら
ではの物を中心とした、こだわりの食材
で種類が豊富なのも嬉しい。朝から毎
日営業しているので、日本からの早朝

到着後やツアー
参加前の朝食、
ランチにも是非
おすすめ！

平日の7：30～10：00/14:00~15:00の間にオーダーすると、
ホットサンド+コーヒー or 紅茶 or ソフトドリンクのセットが＄14

▶MAP P.23: C3

JAFFLEHEAD【ジャッフルヘッド】 

ウォーターフロントの
お洒落なレストランバー

●住 The Pier, Cairns（1 Pier Point Rd） ●営 日～木11：00～23：00 金、土11：00～24：00
●☎ 4041-1791　●ウ https://www.howlinjays.com/

様々な美味しいお酒がリーズ
ナブルな価格で飲めるだけで
なくお酒に合う最高の「チキ
ン料理」が楽しめるレストラン
バー。名物のチキンを使った
バーガーは味もボリュームも
文句なし！裏メニューのマカロ
ニ（マック）＆チーズバーガー
はお試しあれ！

▶MAP P.23: A3

Howlin' Jay's【ハウリン ジェイズ】 

ケアンズグルメ 20192019
Cairns Gourmet
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カラダ、健康にね！ 「キレイ」のつぼみHealth Beauty

糖尿病Vol.4

美容と健康の
みみより
column Vol.37

キムラ アキコ

食物が関与する身体の影響

CTLメディカルサービスを22年前に開業（裏面広告参照）。お問い合わせ
は1800-450-110（日本語直通フリーダイヤル）までご連絡ください。Dr.Campbell Crilly

　身体の不調から肌荒れに悩む
人まで“Elimination Diet”という
いくつかの食材を3週間ほど排除
していただくダイエットをお勧めす
ることがあります。そして、身体に
変化が現れるかを記録する。
　何を食べたら自分の体がどう反
応するか?自分で自分の身体の声
を聴き実感することで、体調不良
の原因となる食物を発見できる一
番手短な方法の一つです。
　健康志向の高い人であれば、
グルテン（小麦）フリーなんて聞い
たことがあるでしょう。その他乳製
品や糖分、化学調味料や保存料
など、身体の免疫力や腸内菌を
狂わせるであろうとする食物をしば
らくカットしながら体調をチェックし
ていきます。
　実際、グルテン抜きを例にあげ
ても、実践中は何も変化がない！
という人が、パンや麺類を食べる

生活に戻ったとた
ん、体調が悪くな

り、その際に“自分の身体と食べ
物との相性”に気付かれる方もい
らっしゃいます。
　ちなみに、セリアック病や小麦ア
レルギーは、グルテン抜きの生活を
一生余儀なくされる一方、このダイ
エットはあくまでも一時的なもので
す。人によってはリスクを伴うことも
ありますのでDrや資格のあるプラ
クティショナーのアドバイスを受け
ながらの実践をおすすめします。
　自分に合う合わない食材を理解
することで、摂取量を控えたりカット
したりと、不調が緩和できれば生活
の質もあがりますよね。
　最後に、６０年前と比べ、今は
天然に存在しない化学合成物
質や添加物食材がいたるところ
にはびこり、化学肥料や農薬、遺
伝子組み換えによって不自然な
穀物や家畜までもが増えてしまっ
ています。是非この環境変化が
与える身体の影響も忘れないで
ください。

『I Rejuvenate Beauty&Relaxation Salon』オーナー
兼エステティシャン。ナチュロパス（自然療法士）

　糖尿病とは：血液中に糖が多すぎる疾
患を言います。膵臓という胃の背後にあ
る腺によって作り出されるインシュリンが
不足するのが原因です。インシュリンは
体内の糖（グルコース）のバランスをコン
トロールしています。
　2つのタイプ：1つは若年型糖尿病や
インスリン依存性糖尿病です。通常若い
人に起こり、膵臓がわずかのインシュリン
しか作れないため、定期的にインシュリン
注射する必要があります。免疫機能によ
り脾臓がダメージを受ける事によって起
こります。タイプ2は成人発症型糖尿病
またはインスリン非依存性糖尿病です。
たいていが40代以上の人に起こり、肥
満やカロリー過剰な食生活の人に起こ
ります。正しい食生活によってコントロー
ルできる事も多いですが、錠剤を使う場
合もあります。またインシュリンが必要と
なることもあります。
　症状：血糖値が高い主な症状は●頻尿
（毎時間以上）●異常な喉の渇き●（主に
タイプ１の場合）体重減少●疲れや倦怠
感●皮膚の感染頻度が高まる
　年齢性別：30人に1人は糖尿病です。
他の臓器のように膵臓が年齢と共に弱っ
てくるため加齢とともになりやすくなります。
　リスク：現代の治療法はかなり効果的
ですが、当人が治療に従えるか、特に食
生活によって結果は違ってきます。治療
しなかった場合、血糖値による昏睡状

態や肝臓の病気、視力を失ったり心臓
の病気などの合併症を引き起こします。
足と目は特にリスクが高いので定期的
に検査する必要があります。
　糖尿病は治るのか：現段階では完治はで
きませんが、正しい食生活、運動、必要であ
ればインシュリンや錠剤の投与でコントロー
ルすることができます。重要なのは血圧と血
糖値、コレストロールをコントロールすること
です。食生活と運動は不可欠です。
　食生活は重要な治療法：炭水化物と
脂肪分の摂取をコントロールした特別な
食生活が必要です。
【目標とする食生活は】
理想的な体重維持
血糖値を正常に保ち、尿に糖が降りない
ようにする。
そのためには
よい食事を定期的に摂る
1日を通し定期的に摂取（3度の食事と
3度の間食）
脂肪を最小に抑える
糖分や精製された炭水化物をなるべく避
ける（ジャム、はちみつ、チョコレート、菓子
類、ペイストリー、ケーキ、ソフトドリンク）
いろんな種類の野菜や果物を取る
アルコールを控える
　ご相談はCTLメディカルサービス（日本
語フリーダイアル ）
1800450110へお電
話下さい。

著者／三井康利 1997年北
里大学医学部卒、内科医に。
日本温泉気候物理医学会
温泉療法医を始め、様々な
資格を持つ。リビケンウェブ
サイト内で「ケアンズ療法の
すすめ」執筆中。
→Amazon（日本）より購入可能
1944円（税込み） A5判 総308頁

－わくわくする生活と健康の理論的関係－
心医術しんいじゅつ

無理だとあきらめていませんか？
自分の力で健康実現を
成功させたい方への参考書
◎心の働きからの食事、運動、ストレスの
処理方法など日々の健康的な過ごし方を
丁寧にガイダンス
◎ケアンズの癒し効果で心に響くケアンズ
滞在の価値を高めるために！

周
年10

㈱生活習慣病医学研究所

●住 30 Parkinson Ave, 
KEWARRA BEACH 
4879

イン ケアンズ
別荘玄関口

イン ジャパン
王様の家の
ジャグジールーム

●☎ 0558-76-4598（ご予約受付担当：三井）
●F 055-932-9232  ●ウ http://www.starhills.co.jp 

●住 静岡県伊豆の国市
田中山1734 

貸し別荘スターヒルズ

スターヒルズ療法、ケアンズ療法
Starhills

森林療法による健康長寿を
実現するグリーンヘルスツーリズム

▶MAP P.24: H3

MAP P.23 :C2

頭の先からつま先まで
きっと満足いただける、確かな技術を約束します。

「健やかキレイ」に役立つ情報をお届け！

Tota l  B e a uty

エリクサー バイ ラクト ヘアサロン
ELIXIR by raQct Hair salon

お問合せ・ご予約は下記のSMSと
LINEよりお気軽にご連絡ください。

▶MAP P.23: C3

◆SMSからのご予約
0473 307 129
◆LINEからのご予約
LINE ID ➡raqct
営業時間外の
ご連絡もお気軽にどうぞ！

●住 58 Lake St,Orchid Plaza 1F 
●営 月・水・木・金9:30～17:30 土9:30～17:00 
●休 火・日曜日・祝日  ●☎ 4051-8959

●住 156 Grafton Street 
●営 日本人通訳勤務時間　月-金 8:00-20:30
　 土・日・祝日 8:30-17:00
●休 無  ●☎ 4031-8131／1800-688-909

ケアンズ24時間日本人医療サービス

Cairns 24 Hour 
Medical Centre

専属日本人通訳、海外旅行保険の
方にはキャッシュレス対応

▶MAP P.22: C6

サービス内容●婦人科、男性の病気
●簡単な外科処置●皮膚科、皮膚スキャン
●性病●軽度の骨折治療●聴力テスト
●パイロット／ダイ
バー用健康診断
●旅行医療と予防
接種

アボット通り
DFS

OK GIFT
オーキッド
プラザ

HERE

ウール
ワース

レイク通り

ス
ペ
ン
ス
通
り

シ
ー
ル
ズ
通
り
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Why Study in Cairns
留学と一口に言ってもそのスタイルや期間、取得するビザなど様々。
自分の学びたいこと、やりたいこと、目的、帰国後のプランなど

自分に合った留学を見つけましょ♪

ケアンズであなたの夢を叶えよう 憧れの海外留学

ケアンズで留学するべき5つの理由

留学期間もビザも、選択肢がいっぱい

▲

観光ビザで学ぶ

ケアンズは熱帯性気候に属し、年中暖かく過
ごせるのが留学先として人気の理由の一つ。
持ってくる衣類が少なくて済むのも嬉しい。

グレートバリアリーフと熱帯雨林。

世界遺産を2つも有する街ケアンズ

は、観光都市として大人気。それゆえ、

外国人の受け入れに街全体が慣れ

ているので留学先としても最適です。

学べる内容も語学だけでなく、ケア

ンズならではの観光業やエコ・環境

に関することなど、ユニークなコース

も沢山あって“ココでしか出来ない”

体験があること間違いなし。

短期滞在の場合に必要な観光ビザ。

90日以内の主に観光目的で取得する

ビザ。この観光ビザでも最大12週間

までは学校に通うことができますが就

労は不可。お子様の夏休みだけの留

学など短期留学には最適。

オーストラリアで観光・就労するため

のビザ。ビザ取得後は最長4か月まで

語学学校に通うことができる。また1

年目に政府指定の地域で3か月以上

の季節労働をすることで、1年ビザを

延長することが可能。

▲

学生ビザで学ぶ
学生ビザは、オーストラリアの教育

機関（語学学校、TAFE、専門学校、

大学など）へ、3か月以上の留学を

目的とした場合に取得するビザ。こ

のビザは、政府認定校のコースを

週25時間以上受講することが条件

とされています。また就労も週20

時間まで認められている。しかしな

がら、就学が目的のビザの為、

80％以上の出席率が求められ、場

合よってはビザがキャンセルされる

場合もあるので注意。

▲

ワーキングホリデーで学ぶ

就労するには厳しい制限がある国も多い中、
オーストラリアはワーキングホリデービザや
学生ビザ（制限有）での就労が可能。

2つの世界遺産を誇るケアンズには、自然が
いっぱい。エコに関する活動も多く、環境に
関して勉強することも出来る。

温暖で過ごしやすい気候 学生でも仕事ができる
大自然を体感できる環境

他国と比べても比較的治安がよく、安全な国
としてられているオーストラリア。ケアンズで
も日本人警官がいて心強い。

日本からの直行便があり、フライト約7時間、
時差もたったの1時間。家族への連絡も時間
を気にしなくてOKなのが◎。

治安が良く、安心
日本と近く、時差が少ない

Tourism and Events Queensland

写真提供: Sun Pacific Collage
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MAP:P.23 D4

Level 1/36-38 McLeod Street
（ケアンズセントラルショッピングセンター目の前）
0429 183 848　0408 642 543
https://cairns-sharehouse.business.site/

Cairns Central Share House

24時間セキュリティカメラ
最新式デジタル電子錠つき
全室エアコン、無料Wifi完備
個室、女子専用シェアルーム

シェアルーム $135~

と
っ
ても綺麗で清潔なお部屋

ケア
セン目の前の最高の立

地

ケアンズ最大のショッピングセンター目の前、抜群の立地（P.37）
TEL: 0429-183-848　https://cairns-sharehouse.business.site/

目的に合わせて決める自分だけのオリジナル留学

▲

語学力をアップ
とにかく英語をブラッシュアップ。1週間から入学可能な語学

学校もあるので、社会人で少し長めの有給休暇を取って…も

しくは学生さんの春休みや夏

休みだけ留学なんていうのも

大丈夫。初級から、じっくり

本気で英語力を伸ばしたい

人には長期がおススメ。長期

で入学を申し込むと授業料

が割引になる場合も。

将来のキャリアのために、専門分野を海外で学ぶ留学も人

気。各種トレーニングセンターや職業訓練校、大学で知識

を広げたり、ワーキングホリ

デービザの利点を使って働

きながら勉強する人も。まず

は、通常の語学学校に通っ

てから専門分野に進み、その

後、関連企業で働く場合も

多い。

▲

スキルを身に付ける

留学スタイルは無限大!!まだまだある留学の種類

▲

親子留学

▲

Cairns Central Share House

とにかく綺麗で最新設備がたくさん、ロケーションも豊富（P.20）
TEL: 4041-0407　studentliving@mihaven.com.au
mihavenstudentliving.com.au 

▲

Mi Haven

部屋に勉強机完備など学生向けの
ファシリティーが充実

ここ5年程、人気の留学スタ

イル。お子様の年齢は幼稚

園から高校まで幅広い。

お子様は地元の学校へ短期

留学生として入学し、子ども

が学校に行っている間、

ご両親が語学学校に通う

ケースも。

学生のための充実した宿泊施設が続々登場!!

ここ数年で、ケアンズ市内に多くの学生向け宿泊施設がオープン。

どの施設も部屋には、最新の電子錠が付いていたり、24時間セ

キュリティカメラが作動していたりと、海外生活を安心して送る

為の配慮が沢山。家賃も、お手頃価格なところが多いので是非

チェック。

中学生や高校生が夏休み

など長期休暇を利用しての

留学も人気。滞在中は、

ホームステイし、ローカルに

根付いた生活を送る場合が

多い。また、ホストファミリー

と一緒だから日本にいるご

家族も安心。

▲

ジュニア留学

最新トピック

写真提供: Sun Pacific Collage 写真提供: Sun Pacific Collage

Tourism and Events Queensland
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Sun Pacific College
サンパシフィックカレッジ 語学学校

ケアンズ＆ブリスベン
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Sun Pacific College
［CRICOS］ 02748F

ブリスベン校、ケアンズ校へのお問い合わせ、お申込み

SPC Brisbane（ブリスベン）
Sun Pacific College（ケアンズ）

wecare@spcgroupe.me

+61 7 4057 2100

www.spcgroup.me

55-65 Poolwood Road, 
Kewarra Beach, QLD 4879

英語留学
ワーキングホリデービザ/学生ビザ/観光ビザ

ケンブリッジ英語検定（FCE・CAE）

中高生向けジュニアプログラム

親子留学

キャンパス＆ロケーション
学内学生寮

全食事つき

スイミングプール・バスケ・テニス・ジム・
ビリヤード・その他

徒歩圏のトロピカルビーチ

二都市留学
ケアンズ校（ケワラビーチキャンパス）

ブリスベン校（シティ中心地）

最 上級の留学を

（ブリスベン）

（ケアンズ）

Sun Pacific College

こ
の
砂
浜
か
ら

　
あ
な
た
の
次
の
章
が
始
ま
る
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DJスミスプロパティ・オーナー。2007年よりケアンズ在住。ケアンズの不動産に関するご相談は
日本語でお気軽に。

　ケアンズで住宅を借りる場合、６カ月或
いは１２か月の賃貸契約を結んでスタートす
ることが一般的です。賃貸期間の終了が
近づいてくると、物件を管理している不動
産会社から「契約が終わりに近づきますが、
契約を更新しますか？」と尋ねられます。更
新せずに、賃貸期間終了時点で住宅を退
去するつもりであれば、賃貸期間終了日の
２週間前までに、不動産会社に所定の退
去届にて通知をすることが必要です。この
書面を提出しなければ、例え賃貸契約終了
時に住宅を退去したとしても、家賃を支払
い続けなければなりません。所定の書面を
提出すれば、不動産会社は次のテナントさ
ん探しを開始します。契約期間終了後も、
その物件で暮らし続ける事を希望する場合
は、契約更新の手続きを行います。
　賃貸契約が終了しても、次の契約を結
んでいないし、退去届けも出していない、と
いう場合は、契約はそれまでのFixed Term
の契約から、Periodicという形態に自動的
に移行します。この二つの違いは、Fixed 
Termの契約を結んでいれば、その住宅が
売却されたり、大家さんが契約を切りたいと
いう場合も、その契約期間内は家を出てい
く必要はありませんが、Periodicの場合は、

大家さんから通知があれば、２か月以内（家
が売却された場合は１か月以内）に退去す
ることが求められます。Fixed Termのほう
が、賃貸期間中安心してその住宅で暮らせ
ることになります。
　賃貸期間の途中で契約を終了したいと
いう場合は、Break Leaseとよばれ、次の
テナントさんが入居するまでは家賃を支払
い続けなければなりません。またペナル
ティとして、次のテナントさん探しの費用
（広告代金やテナント付け費用）の支払い
も求められます。不動産会社によっては、
Break Leaseするための書面を出すだけ
でなく、ペナルティの費用も先に支払わな
ければ、次のテナントさん探しを開始しない
という会社もありますので、所定の手続き
をしっかりと確認し、出来るだけ早く次のテ
ナントさんを見つけて貰えるよう迅速に動
きましょう。自分で次のテナントさんを探し
て、管理会社に推薦することもできますが、
その人の支払い能力や過去の賃貸履歴
等から、管理会社がノーという場合もあり
ます。また自分でテナントさんを見つけるた
めにSNS等で広告を出す場合は、管理会
社が出している広告の内容と差異が無い
ように留意しましょう。

不動産 R E A L  E S T A T E

熊谷 美保

アデレード大学獣医学部卒、獣医師。ケアンズのBalac lava Veter inary  Surgeryに勤務。
日本語診察希望の方は予約の際にご指名ください。（http ://ba lac lavavet .com.au/）

老犬老猫の関節炎に気付いてあげよう
動物 A N I M A L

プロの話 プロの話

松井 アキヒロ

「生活のため」のプロの話 7人の専門家が“大切なコト”をわかりやすくレクチャーします！

賃貸契約終了、更新

　暖かいケアンズでも、気温が下

がると増えるのが関節炎について

の相談です。人も動物も、歳を重ね
るにつれて関節にある軟骨がすり
減り、老化していきます。関節炎は

外見からは気付きにくい疾患です

ので、8歳以上の老犬老猫を飼育
されている方は注意を払ってあげて
ください。

症状：足を引きずる、立ち上がる動

作が遅い、ジャンプをしなくなる、長
距離を歩かなくなる、グルーミング
が減り毛並みが悪くなる、等。

対応：全ての関節炎に共通してい

ちばん大事なのは適切な体重の
維持です。肥満は関節にかかる負
担を増やすので、平均より少し痩

せぎみを維持します。初期の関節
炎であれば関節用の健康食や経
口サプリメントの使用、中期では

SPPと呼ばれる関節炎を抑える注

射の定期投与、後期では抗炎症

剤を使った鎮痛で対処します。無

理をしない程度に運動を行い、筋
肉を維持することも大切です。
　現状医学では一度老化してし

まった関節は治せません。抗炎症

剤の長期使用は他の臓器に負担
をかける場合もあるため、症状が
悪化する前に対応を始め、老化

のスピードを出来る限り抑えてあ

げましょう。
　動物は本能的に痛みを隠しま
す。あからさまな痛みが出る頃に

は関節炎がかなり進行しているの
で、兆候を察知したらすぐにでも

対応を始めましょう。言葉無き痛
みに耳を傾け、見えない苦しみを
緩和してあげることも飼育者の義

務です。

ケアンズの老舗会計事務所。個人のタックスリターンから事業、ビジネスの税務相談まで幅広く対応。
https://www.bcaccountants.com.au/ 

　2019年6月30日に終了する会計年度に
は、確定申告が必要になります。個人でされ
る場合には10月31日まで、税理士を利用す
る場合は延長されます。
　申告する必要がありますか？これは、あなた
の税務上の居住状況によります。下記の場
合はタックスリターンの必要がない、もしくは
任意となります。
1.居住者オーストラリアと海外の総所得が
$19,200未満で、税金が引かれていない場合
2.臨時居住者オーストラリアでの総所得が
$19,200未満で、税金が引かれていない場合
3.ワーキングホリデービザオーストラリアでの
総所得が$37,000未満で、控除された税金
が15％の場合
4.外国人居住者オーストラリアでの所得が投
資配当または利子のみの場合
　下記の場合は、申請する必要があるか、も
しくは申請した方があなたにとって利益となる
場合があります。
1.事業や賃貸物件を運営
2.収入を得ながら、在留資格を変更した
3.差し引かれた税金が必要以上に高く、払い
戻しが発生する場合
4.払い戻し、控除もしくは相殺がある場合
今年のタックスリターンについて：新しく設定さ
れた1,080ドルまでの低・中所得税オフセット
（LMITO）は、多くの納税者に適用されるで
しょう。相殺額は所得水準によって異なります。

これは既存の低所得税相殺（LITO）に加え
て相殺されます。$87,000の税限度額も
$90,000に引き上げられました。
申請に必要なもの
1.雇用主から受け取ったすべての給与明細
（ペイメントサマリー）：年間の所得と納税額が
明記されているもの
2.もしくは雇用主からの損益計算書：新しい
給与システムが導入されている場合
3.銀行の利息や投資信託の配当の明細
4.事業や賃貸物件による収入または損失
5.仕事の控除：免税の対象となる、給与を得
るために直接かかった必要経費
6.投資控除：投資収益を得るためにかかった
必要経費
7.その他の控除：所得補償保険、支払った積
み立て退職年金、税理士への手数料など
8.オフセット：自動的なものもあれば、ケアンズ
や遠隔地で183日以上住んでいる場合はそ
の情報が必要なものもあります。
9.払い戻しのためのオーストラリアの銀行詳
細、またはIMTを行う必要がある場合は海外
の銀行コード
申請後の流れ：申請後、ATOが受領通知を
発行します。これはあなたの銀行口座に払い
戻し、あるいは追加税が必要かどうかが書か
れています。ATOシステムは審査を行い、申
請後あなたに質問をしたり、追加書類を求め
たりする場合があります。

2019年度のタックスリターンについて
税金 T A X A T I O N

BCアカウンタント

プロの話

1980年東京出生まれ、1995年来豪、クィーンズランド大学経営学部、法学部、法科大学院卒業後、
2004年に弁護士資格を取得。以後、13年以上に亘って訴訟を含む民事案件に対応。ゴールドコースト在住。

法律 L A W

神林 佳吾

プロの話

オーストラリアの刑事裁判における前科

　オーストラリアで刑事裁判を受け
ることになったのですが、これって前
科が付きますか？
　日本では有罪判決を受けると
必ず前科がつくことになり、その人
が生きている限り、一生前科の記録
が保管され続けます。他方、オースト
ラリアではシステムが異なり、裁判
で有罪判決が下される際に裁判
官が有罪判決を記録する旨の
Conviction Recordedの判決を出
すことによりConviction（有罪）の
記録が付きますが、諸事情を考慮し
て悪質性がなく、再犯の可能性が
低いような場合にはConvictionの
記録がつかないケースもあります。
　Convictionの記録は一般に公
表されるわけではありませんが、何か
あったときには政府や捜査機関に
参照されますし、次に何らかの罪を
犯した場合には記録が照会されて、
より重い刑が下されることになりま

す。このConvictionの記録が付い
てしまいますと、海外渡航、特にビザ
や永住権が降りないなど様々な場
面で制約を受けるだけでなく、就職
先の規定によっては過去の犯罪歴
を自主的に開示しなければなりま
せんので、就職を希望した企業に
就職できない等の不利益を被るこ
とになります。万が一、会社員の方が
Conviction Recordの判決を受け
た場合、会社から懲戒解雇処分を
受ける可能性もありますので、裁判
官がConviction Recordの判決を
出すかどうかはあなたの一生を左右
しうる重大な岐路となりえます。従っ
て、もしConviction（有罪）の記録
が付くと困るような状況でしたら、た
とえ軽微と思われる事件で起訴され
た場合でも、Convictionの判決を
避けるために弁護士をつけて万全
の準備で減刑の嘆願をする意味は
大いにあるといえます。
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２００９年に弁護士資格を所得。交通事故、労働災害、人身事故に関する損害賠償請求を中心に
法務を執り行う。ジャパンリーガルサービス代表として在豪の邦人団体や公的機関とも連携。

無保険事故の示談について
法律 L AWプロの話

Lanza Legalの移民エージェントであり、弁護士。ジェームスクック大学法学部・経営学修士・ツーリズム学
修士卒。2007年よりケアンズ在住。ビザに関するお問い合わせは、taku@lanzalegal.com.auまで。

新しいDAMAについて
ビザ V I S A

栗 原 　 拓

プロの話

質問感想をお待ちしています！ 各プロへの質問、取り上げてほしいトピック、感想を受付中。
info@livingincairns.com.auまでお気軽に！

柿崎 秀一郎
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　豪連邦政府とケアンズ商工会議
所との間で新しい指定地域移住協
定（Far North Queensland DAMA）
が結ばれました。この新しいDAMAに
より、ケアンズ近郊の雇用主は、海外
労働者をスポンサーすることができます。
　DAMAはTSSビザ（サブクラス482）
の労働契約（Labour Agreement 
Stream）を利用しており、まず、企業
はオーストラリア政府と労働契約を結
び、海外労働者にはサブクラス482
ビザが発行されます。
　DAMAの詳しい内容は、まだ発
表されていませんが（2019年6月7
日現在）主な要素は以下のとおりと
なる予定です。

・DAMA経由で482ビザを保持して

いる方は、永住ビザへの申請が比

較的容易に。

・ケアンズ近郊の熟練者および半

熟練者の不足を反映した幅広い職
業（ポジション）がリストに。
・一部の職業に限り英語のコンセッ
ションを採用。
・雇用主側の負担を少なくする（ビザ
保持者に支払う給与のコンセッション）。
　この新しいDAMAは、下記地域
にビジネスを展開している雇用主が
利用できます。
・Cassowary Coast 
・The Tablelands 
・Mareeba 
・Cairns 
・The Douglas Shire
　DAMAの詳しい内容は、2019
年7月以降発表される予定です。ご

興味ある方は、弊社Lanza Legal

へお電話頂くか、下記アドレスに

Email頂ければと思います。

taku@lanzalegal.com.au

　交通事故の「無保険」には2種類ありま
す。CTP（自賠責）保険に加入しているけ
れども任意保険には未加入の場合と、
CTP保険と任意保険のどちらにも加入し
ていない場合です。
・CTP保険のみ加入の場合
CTP保険とは、交通事故被害者の最低限
の補償のために法律上加入が義務付けら
れる、強制加入の保険です。 これに対し、
任意保険は、自賠責保険ではカバーしきれ
ない損害の補償をするための保険で、文字
どおり加入が任意のため、加入している人
としていない人がいます。
　加害者が任意保険に加入していない場
合には、加害者がCTP保険の請求手続き
を代行してくれることはないので、被害者自
身が加害者のCTP保険に対して請求手
続きをする必要があります。
・CTP保険も未加入の場合
CTP保険は強制加入の保険で、未加入の
場合には罰則もありますが、交通事故の加
害者が加入していないこともあります。 加
害者がCTP保険にも任意保険にも加入し
ていない場合、保険会社に損害賠償を求
めることはできないので、加害者本人に損
害賠償の支払い請求をすることになります。

しかし、自賠責保険にも加入していない加
害者の場合、支払い能力がないことも多い
です。加害者が無保険であることがわかっ
たら、被害者の方は、プライベートの健康保
険か労災保険を使用することを検討してく
ださい。
　相手に資力がなく、CTP保険に未加入
の無保険事故の場合や加害者が特定で
きないひき逃げの場合は、Nom i n a l 
Defendantという「政府保障事業」による
救済を考える必要があります。
Nominal Defendantは「傷害」事故の被
害者に治療費や休業損害、慰謝料等を含
めCTP保険と同様の請求項目を補償しま
す。また、「後遺障害」が残る事故の場合
や「死亡」事故の場合の補償も逸失利益
や慰謝料等を含めCTP保険とほぼ同額と
いえます。
・Nominal Defendantの時効期間
Nominal Defendantに手続きを進める場
合、事故日から９か月以上経つと、時効とな
り一切の手続きが出来なくなってしまいます。
９か月間の時効期間は厳しく適用されます
ので、無保険事故でNominal Defendant
への手続きを検討されている方は速やかに
手続きを進めるべきといえます。

ケアンズ及びクィーンズランド州北部地域での日本人への行政サービス提供や緊急時における
援護のほか、外国人への査証発給などを行っています。

領事館 C O N S U L A T Eプロの話

在ブリスベン日本国総領事館　ケアンズ領事事務所

訪日外国人数とビザ発給件数について

MAP : P.23 C2

お問い合わせ先
在ブリスベン日本国総領事館
電話： 07-3221-5188　mail ： consular@bb.mofa.go.jp

同　ケアンズ領事事務所
電話： 07-4051-5177　mail ： jcairns@bb.mofa.go.jp

　2 0 1 8年の訪日外国人総数は、
3,119万人（前年比8.7%増）と過去最
高になりました。2013年がおよそ1,000
万人ほどだったので、わずか５年間で３倍
となる伸び率で外国人旅行者が日本を
訪れています。
　訪日外国人数の増加の要因として、官
民挙げての訪日プロモーション、アジア諸
国への査証（ビザ）発給要件の緩和や数
次（マルチ）ビザの発給、多くの格安航空
便の新規就航や欧米諸国と比べて物価
水準の割安感などが考えられます。また、
旅行の目的も以前から人気の神社や仏
閣の見学以外にも、お花見や紅葉狩り、
トレッキングやスキーなど多種多様化して
おり、特にアジアやオーストラリアなどの
周辺国から日本は魅力ある観光先となっ
ているようです。
　国・地域別の訪日外国人数では上位
から、中国838万人（前年比13.9%増）、
韓国754万人（同5.6%増）、台湾476
万人（同4.2%増）、香港221万人（同
1.1%減）で、これら東アジアの４カ国・地
域で訪日外国人数のおよそ３／４
（73.4%）を占めています。また、オースト
ラリア人の訪日者数は55万人（前年比

11.6%増）で初めて50万人を超え、他の
国・地域と同様に近年は増加の一途を
辿っています。
　次に2018年の外国人への査証（ビ
ザ）発給総数は695万件で、その約８割
（545万件）が中国人に対する発給でし
た。その他の国ではフィリピン人35万件、
ベトナム人29万件、インドネシア人24万
件などです。なお、2018年6月現在、日
本はオーストラリアを含む６８の国と地域
の人々に対して、観光、友人訪問、取引
先との商談、会議などが目的での短期滞
在の場合にビザ取得を免除しています。
　一方で、日本人が旅行などで外国を訪
れる際には、多くの国でビザの事前取得
が免除されていますが、オーストラリアは
日本人が入国のためにビザを事前に取
得する必要がある数少ない国のひとつで
す。観光や商談などで３ヶ月未満の短期
滞在で訪問する場合には、通常は
「Electronic Travel Authority System
（ETAまたはETAS（イータス）と呼ばれてい
ます）」をオーストラリア移民局のウェブサイ
トにて申請して取得する必要があります。
出典：外務省（査証発給数）、日本政府
観光局（JNTO　訪日外国人数）



ケアンズライフを豊かにしてくれる

ライフスタイル
ガイド
Lifestyle 

Guide

MAP:P.24 K2

MAP:P.23 C2

泳げるようになろう！！

生後5ヵ月から上級コースまで42年の経験をもつ
ジャネット先生が親切丁寧に
教えてくれるスイミングクラス。
先生が変わることなく、
小人数制のレッスンだからしっかりと学べて、
冬でも入れる温水プールには髪や肌にも優しい
安心なマグネシウムプールを採用。

涼しい季節の間でも温水プールだから寒くない！Learn to Swim Classes
swim@janet-evans.com.au

MAP : P.23 C2

MARN 9802204

Level 2, Travel Town 21 Lake St.  Ph:4031 6676（要予約）  info@lanzalegal.com.au  www.franklanza.com.au
   

各種ビザの申請を代行致しま
す（永住権、ビジネスビザ、学生
ビザ、配偶者ビザ、ビジネス投
資ビザ、退職者ビザ等）。

移民申請代理人
あらゆる法律に関するご相談を承ります（不
動産売買、ビジネス、投資関連、遺書作成、
プロベート、法廷弁護等）。日本人弁護士もお
りますのでお気軽にお問い合わせください。

各種法律相談
フランクが新しく『オーストラリア移住留学ソリューシ
ョン』を設立！２～３年後の永住権獲得を目指してど
んな勉強を選択したらよいのか悩んでいる皆様のお
手伝いをします。www.studyliveinaustralia.com

移住のための留学

日本人スタッフ常勤でとっても安心弊社の栗原拓が
ケアンズで日本人初

の
弁護士として
認定されました！

初回のビザ相談無料

住所：110 Pease Street,Manoora. TEL.0417 609 687

www.janetevansswimschool.com.au

$60

タックスリターン　早期割引 !

Expert refunds & Lowest fees 

275$
www.bcaccountants.com.au

Experts 25 years

  

オフィス申請
 

オンライン申請

学生・WHM $50
返金からの支払 +15
海外送金 +25

$60

+15

$55カップル・友達

賃貸料所得
事業所得

+35
+50

年金の返金 $95

 オンライン

入力またはアップロード
自動計算

 company 法人税

275$
法人税専門家として
25年の経験

cairns・gold coast・melbourne
www.bcaccountants.com.au
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Best 1

NEW ITEMS

Best 2 Best 3

MAP : P.21 C2

レイク Stス
ペ
ン
ス
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t

ワ
ーフ St

プルマン
ホテル

カジノ

ヒルトン
ホテル

シャングリラ
ホテル

パシフィック
ホテル

マントラ
エスプラネード

ウールワース
オーキッドプラザ

アボット St

エスプラネード

ラグーン
フォガティ
公園

カジノから徒歩1分！！

リーフ
フリート
ターミナル

61 Abbott St.  
TEL:07 4031 6144  
www.okgift.com.au
営業時間：午前9時～午後9時
日本語スタッフ常駐！
日本円（紙幣）がそのまま使える！

お土産といえば！
ケアンズ最大のお土産屋「OK GIFT SHOP」に聞いた、

オーストラリア限定
「コアラのマーチ 
 マンゴー味」
新登場！！

人気お土産シリーズBest3!!

長年不動の人気「さ
かさコアラ」シリー
ズ。1年中、このTシャ
ツを着たカップルや
ファミリーをケアンズ
市内で見かけます。

お店に並ぶとすぐに
売切れとなる新商品!!
店頭で見かけたらラッキー、すぐにゲットしよう!

可愛くてスタイリッ
シュなデザインが人
気のDBLシリーズ ! 
ケアンズシティで入
手できるのは OK 
GIFTだけ！

みんなに配りやすい ! 
個包装されたショー
トブレッドクッキーや
マカダミアチョコ
レートが人気 !

OK GIFT SHOPでは、これら人気お土産シリーズが全て入手可能！！

品揃えケアンズNo.1

Pippaちゃんいつも笑いをありがとう。
大きくなったら親子3代でIronmanやろう。

My name is... Phillipa Harrison

ケアンズで元気に成長する姿を
おひろめしまーす！

ケアンズキッズ！

リビケン読者の投稿ひろば ケアンズ在住の方に、もっ
とリビケンに参加して頂こ
うと「読者ページ」を作って
みました。皆様のご投稿お
待ちしています！

人気コーナーのペット＆キッズ随時募集中！ケアンズについて思うことや身近な出来事など
も教えてくださいね～！ 宛先:【FAX】07-4041-0301  【メール】info@livingincairns.com.au 
【郵便】P.O.Box 7790 Cairns QLD 4870のどれでもＯＫです。

★ 性 別 ： 男の子
★ 誕生日 ： 2016年5月頃
★ 特 技 ： 脱走＆水泳
★ 家 族 ： れいふ＆ひろみ＆りんくす

My name is...Rocky

★ フィリパ ハリソンちゃん
★ 2018年4月21日生まれ
♥ 両親 ： Nami & Neil

愛すべき「毛深い」家族の
ナイスショット！

うちのコナンバー1ワン
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キャッシュレスサービス日本の全ての海外保険会社と提携しているので、
診察代、薬代、検査代、通訳代は全て無料！（保険適応内）

日本人通訳スタッフ常勤で安心
予約不要
専門医への紹介と日本人通訳スタッフの同行
（眼科、産婦人科などの専門医）

CTL Medical Services
メディカルサービス

1800-450-110
メディケアをお持ちの方は…4 0 41 - 1699
TEL

月-金 8:30-18:00 / 土 9:00-12:00
日本語
フリー
ダイヤル

Abbott St. （アボット）

Lake St. （レイク）

Grafton St. （グラフトン）

Sheridan St. （シェリダン）

McLeod St. （マクレオード）

Sh
ie

ld
s 

St
. （
シ
ー
ル
ズ
）

Ap
lin

 S
t. （
ア
プ
リ
ン
）

Sp
en

ce
 S

t. （
ス
ペ
ン
ス
）

ケアンズセントラル

●カジノ

コーポレートタワーの１F
という最高の立地。ホテ
ルや、学校からのアクセス
も最高！近代的で清潔感
がある総合病院。

Cairns Corporate Tower,
15 Lake St.

Cairns Tourist and
Local Medical Services

02

01

03

04

高度な医療技術を誇り
日本語で対応してくれる総合病院

MAP : P.23 C2

MAP : P.23 C2

こんなことにも適応される海外保険
踵のひび割れ、皮膚がひどく乾燥して粉をふいている、かゆい

話し好きの明るい先生
で人気があります。日曜
大工が得意で家の手入

れガーデニング何でもこなします！

キャンベル先生
丁寧な診察で信頼が
厚い先生です。日本
の温泉旅館がお気に

入りで、日本食も大好きです!

ギャリー先生
患者さんと先生の意思
疎通がスムーズに行え
るよう、親しみやすい

病院になるよう努めています。

【通訳】恵さん

オプショナルツアーを
　　　で予約！

まだ間に合
う！

WEBだけの特別価格をチェック！
https://www.jtb.com.au/ 

オリジ
ナルキャラクター

動画公開中！

見てね～

毎日OPEN

現地ツアーデスクにお気軽にお越しください
ケアンズマイバスデスク

・オプショナルツアー/レストラン予約
・両替手数料無料

お水
１本

プレ
ゼン
ト！

ケア
ンズ
デス
ク来
店時
のみ
有効

ウール
ワース

オーキッド
プラザ

DFS
カジノ

OK
GIFT

HERE

アボット通り

レイク通り

ス
ペ
ン
ス
通
り
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