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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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04 知って得することや役立つローカル情報満載

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!

07      　　Day and Night in Cairns

ケアンズの朝昼夜
特 集

キュランダ
情報を

ギュッと凝縮！33 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

20 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.21 B2

1 8 特 集     　　徹底解剖!

ケアンズのお土産 試食＆座談会

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

人気のコアラやクロコダイル、
珍しい蝶々の解説を日本語で聞こう!!
ケアンズ市内中心部に位置するカジノの屋上・室内動物園「ケアンズズーム&ワイルドライフドーム」
と、キュランダ村にある蝶々の楽園「バラフライサンクチュアリ」にて園内の動物や鳥、蝶々に関する
案内を日本語で聞ける音声ガイドサービスが始まりました。施設の受付にて専用サイトに飛ぶことが
出来るQRコードが張り出されているので、ご自身のスマートフォンで読み取るだけ。園内はどちらもフ
リーWi-Fiを完備しているのでネットへの接続がない日本の携帯電話でも安心してアクセスできます。

お土産通販サイト「リビケンショップ」リニューアル

★ケアンズ ズーム&ワイルドライフドーム P.10
住所:The Reef Hotel Casino 35/41 Wharf Street　TEL:4031-7250
www.cairnszoom.com.au/japan

★バタフライ サンクチュアリ
住所:8 Rob Veivers Drive　TEL:4093-7575
www.australianbutterflies.com

★リビケンショップ　http://livingincairns.ocnk.net/

Topic 02

Topic 01

ケアンズ領事事務所に新・渡辺眞之副領事、着任
この度、ケアンズ領事事務所に新しく渡辺眞之氏が副領事として着任されました。過去には中米グアテマラ、
またケアンズに来られる前は東京での任務を経て、ケアンズへ。ケアンズはプライベートも含め初めてのこと。
ケアンズの印象として「みんなに、一番良い季節に来たねと言われますが、本当に過ごしやすいです。日本人
の方が多い印象を受けました」とのこと。在留邦人へのメッセージとして「在住歴の長い方もたくさんいらっし
ゃると思いますが、そんな皆様と良い関係を築いていきたいと思っています。よろしくお願い致します。」また、
ケアンズへ観光に来られる方には「僕の個人の印象としては、多くの場所で日本語が通じるので、語学に不
安な方でも是非、遊びに来て欲しいです。」とのことでした。

★ケアンズ領事事務所
住所:Level15, Cairns Corporate Tower, 15 Lake Street　TEL:4051-5177　メール: jccairns@bb.mofa.go.jp

Topic 04

ハートリーズクロコダイルアドベンチャーズ85周年
今年85周年を迎えるハートリーズクロコダイルアドベンチャーズ。ケアンズ地域でも最も長い歴史を持つ観光施設の一つ
です。元々はケアンズとモスマンの間を運転するドライバーたちの憩いの場となるドライブイン的な施設として1934年に
オープン。一説によると、初代オーナーであるポップ・エヴァンスがお客さんに出すスコーンの調理中に、ドライバーを楽しま
せるため行っていたクロコダイルの餌付けが、オーストラリアで初めての一般公開されたワニのショーだと言われています。
85年後の現在は、ピーター＆アンジェラ・フリーマン一族が所有、運営。クロコダイル・アタック・ショーは世界的にも有名な人気あるアトラクションとなりまし
た。また、その他にもボートクルーズ、カソワリ、カンガルー、ウォンバット、爬虫類などオーストラリアならではの生き物たちと触れ合うことが可能です。是非、歴
史あるハートリーズクロコダイルアドベンチャーズへ。

★ハートリーズ クロコダイル アドベンチャーズ P.12
住所:Captain Cook Hwy, Wangetti Beach　TEL:4055-3576　www.crocodileadventures.com

Topic 03

弊誌リビング・イン・ケアンズの編集部がおススメする、便利なお土産に特化した通販サイト「リビケンショップ」
がこの度、大幅にリニューアルしてOPEN!飛行機の重量制限も気にせずに、お土産を思う存分買いたい!!そ
んな方にピッタリ。ネットでオーダーしたものを日本のご自宅にお届け。スーツケースの中で箱が崩れてしまったり、
チョコレートが解けるかも?なんて心配もご無用です。また、ケアンズ滞在中は、なるべく観光や
ツアーに時間を割きたいという方や、ゆっくり食事やホテルステイを楽しみたいという方にも重宝
して頂けること間違いなし。とっても便利でお得な「リビケンショップ」ご利用ください。
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ケアンズ日本語補習授業校、
2020年度新入生説明会のお知らせ
1995年に開校したケアンズ日本語補習授業校。現在、小学部・中学
部合わせて約180名の生徒さん達が、日本語で授業を受けています。
校舎は、Mulgrave RoadのCairns Language Centre内、毎週土曜日
9時から11時25分まで、国語、算数（数学）の3時限の授業が文部科学
省指定の教科書を使用して行われています。

ケアンズに期間限定、観覧車登場!!
8月30日よりケアンズのエスプラネード、ナイト
マーケット前の芝生に高さ35mを誇る観覧車
が登場。ケアンズの街とトリニティー湾を見渡
すことが出来るこの観覧車は期間限定で12
月1日まで運行。是非、またとないこの機会に
空からのケアンズを楽しんでみては？

Topic 05

年末年始の2大イベント
毎年恒例のケアンズ市が主催するケアンズ最大級のコミュティイベントCarols by Candlelight。今年も12月
8日（日）にエスプラネードの南の端、フォガティ―パークにて開催されます。地元の声楽グループやダンスグルー
プによるクリスマスキャロルの演奏は毎年、数千人のローカルや観光客を魅了します。同時にチャリティーイベン
トも開催され、物販などの収益はケアンズ近郊の恵まれない家族への配給などに使われます。
また大晦日の12月31日（火）には、こちらも毎年恒例の花火があがります。時間は、午後9時と12時の2回。エス
プラネード沿いの海側にあがる花火は、必見です。是非、クリスマス、年末年始のイベントをお見逃しなく♪

★Carols by Candlelight
日時:12月8日（日）　場所:エスプラネード南フォガティ―パーク

★The Reef Eye
場所:ケアンズエスプラネード 
　　  The Western Event Lawn
営業時間:10:00AM－10:00PM
料金:大人$10、小人$8（2歳以下無料）
　　 6人乗りゴンドラ1基貸し切り$50

★説明会の詳細
日時：１１月２日（土）９：３０開始
場所：Cairns Language Centre
お申込み及び詳細は下記WEBサイトより。
http://cairnsjapan.wixsite.com/cjltc

Event 01

Event 02

BON DANCE
FESTIVAL

BON DANCE
FESTIVAL

20182019

CAIRNSCAIRNS
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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

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！

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

Great Barrier Reef

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

熱帯雨林エリア
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海沿いのボードウォーク（遊歩道）
では早朝からジョギングやウォーキ
ングをしている人が多い。空がオレ
ンジ色に染まり、水平線から少しず
つ昇ってくる朝日の美しさと、澄ん
だ空気の清々しさに感動すること
間違いなし！

せっかくのケアンズ旅行、１日を無駄にすることなく思う存分楽しみたい！
そんな旅行者の皆様に「朝・昼・夜」と時間帯を分けたおすすめの過ごし方をご紹介！

ケアンズの朝昼夜
Day and Night in Cairns

朝
ケアンズの

Morning 日本からケアンズに到着する飛行
機は早朝。時差も１時間と少なく、

着い

たその日から１日を有効的に使えるの
が嬉しい！ケアンズの朝は早く、ツア

ー

は4時台から催行され、カフェなど
は6時にはオープンしている。朝か

らア

クティブにいこう！

サンライズ

ケアンズには旅行者も気軽に体験でき
る無料アクティビティがいっぱい。ラ
グーンプールで行われるアクアエアロビ
クスや、早朝ヨガなどが人気。

充実した無料のアクティビティ

週末だけ（金土日）オープンする
ケアンズの代表的な存在である
ラスティーズマーケットや、エス
プラネードで土曜日だけに開催
されるCairns 
E s p l a n a d e 
Marketsは共
に朝からロー
カルや旅行者
で賑わう。

マーケット

朝のツアーとして人気が高いのがグレートバリアリーフの
遊覧飛行。日本へ帰国する最終日にも参加が出来る「帰
国日用フライト」は7時台のお迎えで9時には終了し、希
望者には空港まで送ってく
れるサービスも行っている。
P.11

朝のツアー（遊覧飛行）

コーヒーとカフェ文化が根付いているオーストラ
リア。ケアンズの街中にも多くのカフェがあり、
朝食やブランチなどで滞在中に一度は訪れてみ
たい。チェーン店では味わえない熟年のバリス
タが入れる美味しいコーヒーは格別だ。

カフェ

地
元
の
人
と
の
触
れ
合
い
も

楽
し
み
の
１
つ

ローカルに
混じって

エクササイズ！

旬のフルーツが
勢揃い！

コアラの形をした

コアラリーフは

一見の価値あり！

遊覧飛行

Day and Night in Cairns

写真:Tourism and Events Queensland/
　　 Oliver Vegas Montero

写真:Tourism and Events Queensland/Andrew Watson

写真:Cairns Regional Council 写真:Tourism and Events Queensland/Andrew Watson

写真:Tourism & Events Queensland 写真:Tourism & Events Queensland

オーシャンビューで
の

カフェタイムは

至福のひと時。
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08

ケアンズには

お手軽フードが

たくさん！

昼
ケアンズの

Day Time ケアンズには実に多くのオプショナ
ルツアーが存在し、日中には多くの

旅

行者がグレートバリアリーフや熱帯
雨林のツアーに参加している。組合

せ

方によっては１日で２つの世界遺産
を回ることもできる！市内でのんび

り買

い物や食事を楽しむのもおすすめだ
。

グレートバリアリーフで一番有名な島「グリーン島」は、毎日多くの旅行者が訪
れる場所。ケアンズから高速船を利用すれば片道わずか約45分と移動時間も
短く、1日に3本の高速船が行き来している。島内ではシュノーケリングやグラス
ボトムボートなどの人気アクティビティや追加オプションを楽しむことができ、
訪れる人すべてを魅了してしまう素晴らしい島。P.13

昼のツアー（グリーン島）

オージーサイズのハンバーガーや、伝統的
なミートパイ、フィッシュ＆チップスなどの
オーストラリアで人気のファーストフードが
ランチにおすすめ!また海老や牡蠣などの
シーフードと一緒に、キンキンに冷えた
ビールやスパークリ
ングワインで乾杯！な
んてのも休暇中だか
らこそ出来る贅沢。

ランチ

オーストラリアの動物のなかでも
トップクラスの人気と知名度を誇る
アイドル的存在のコアラ。ケアンズ
近郊にはコアラ抱っこをして写真
が撮れる施設が幾つかあるので、
旅の思い出に是非挑戦してみよう！

コアラ抱っこが出来る施設
●ケアンズズーム＆ワイルドライフドーム P.10
●ハートリーズ クロコダイルアドベンチャー P.12
●キュランダ コアラガーデンズ P.34

コアラ抱っこ

市内には「ケアンズセントラ
ル」と呼ばれる大型ショッピン
グセンターがあり、主要なホ
テルからも徒歩圏内。多くの
旅行者で賑わう。また街の中
心部に位置する人気のお土
産屋さん「OK GIFT」では日本
人好みのお菓子・衣類・雑貨な
ど数多くのお土産が販売され
ている。P.18&P.39

ショッピング

ケアンズに来たら絶対に外せない！世界遺産のキュランダ観光。キュラン
ダを満喫するための一番ベストな方法は、キュランダ高原鉄道とスカイ
レールに乗り、アトラクションのように楽しみながら移動すること。特に
日本語ツアーではツアーガイドが列車に同乗し、車内で世界遺産やケア
ンズの歴史など、色々な話が聞けるのでオススメ。

昼のツアー（キュランダ観光）

ツアーなら色んな
体験が出来るよ！

Day and Night in Cairns

パラセーリング

人気のコアラのマーチ「マンゴー味」

ヘリコプター遊覧飛行

シーウォーカー

グリーン島ではウミガメとの遭遇率も高い！

お気に入りのお土産を見つけてください！ 

会いに来てね！



夜
ケアンズの
Night ケアンズの夜は、お酒もグルメもエ

ンターテイメントも楽し

めるナイトツアーから、お洒落なバ
ーやパブ、カジノ、ナイ

トクラブ、ナイトショッピングまで満
喫できる楽しいスポット

が盛りだくさん！

多くの旅行者で賑わうケアンズナイトマー
ケット。お土産屋さんはもちろんのこと、フー
ドコートやマッサージ店、アパレルショップ
など様々なお店が軒を連ね
る。毎日、夕方4時半から
夜11時（フードコートは朝
10時から）まで開いている
ので、昼間は観光に出てい
てショッピングの時間が取
れない旅行者にとって嬉し
い存在。P.02&P.20

ナイトマーケット

ケアンズをより満喫するには夜のツアーは
見逃せない！オーストラリアの先住民アボ
リジニの文化を楽しく学べる「ジャプカイ・
ナイト・ファイヤー」は夕食が含まれた人気
ツアー。伝統的なアボリジニダンスと迫力
のファイヤーショーを堪能しよう！ P.11

夜のツアー
（ジャプカイ・ナイト・ファイヤー）

ケアンズには雰囲気の良いバーや
カジュアルなパブなどがあり、気軽
にお酒を飲むことができる。クラフ
トビールやワイン、お洒落なカクテ
ルなどお酒の種類も豊富にあるの
で、色々と飲み比べてお気に入り
の一杯を探してみてはいかが？
※お酒を飲むときには身分証明書をお忘れなく。

バー＆パブ

ケアンズには人気のナイトク
ラブが多く存在し、週末
（金・土）には地元のオージー
も多く訪れる。オーストラリ
アで流行っている音楽を聞
きながら地元オージーと一
緒に踊ったり、飲んだりと異
文化体験が出来ること間違
いなし。※気をつけるべき点には十分
注意してナイトクラブを楽しみましょう。

ナイトクラブ

「ザ・リーフホテル・カジノ」内にあるケアンズ
で唯一のカジノは旅行者が多く、他国のカジ
ノと比べて気軽に入りやすいのが特徴。ポー
カーやブラックジャック、ルーレット、バカラ
など一般的なテーブルゲームからスロットな
ども揃う。カジノ内にはバーやレストランも併
設されているので、お金をかけずとも楽しみ
方はたくさん。無料のコーヒーマシーンもあ
るので見学がてら行くのも◎

カジノ

先住民
族の文

化を

楽しく
伝える

よ！

赤いCASINOのサインが目印！

旬のフルーツを使
った

トロピカルなカクテ
ルが人気

オーストラリアのお土産が沢山 ！

Let's Party!

Day and Night in Cairns

和洋中バラエティ豊かな店舗が揃うフードコート

カジノ
内には

お洒落
なバー

も！

ケアンズ唯一のカ
ジノ

一攫千金も夢じゃ
ない！？

09
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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。

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

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

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

$25
（通常$28）

※動物園の
入園は含まれて
おりません。

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

動物の生態が
日本語で聞ける
音声ガイドあり！

WiFi

園内では
無料WIFI
を完備

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！
※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。  

14:00～ 爬虫類ショー

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
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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！
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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。
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ダンサーズがレストランの特設ステージで披露します。
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・冷製バイキングのお食事もお楽しみください。
最後は気さくなダンサー達と記念撮影やおしゃべりもできます。

Open 7pm~9:30pm nightly | T: 1800-242-500 | dokidokitours.com DOKI DOKI TOURS
どきどきツアーズ

お1人$1
0

追加でお
酒が

飲み放題
！*

*オーストラリアローカルビール、ワイン、ソフトドリンクのみ

ジャプカイ・ナイト・ファイヤー
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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

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

永遠の愛を誓おう！

カップル限定でハート型の鍵を
プレゼント！※期間限定

12



☆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.21 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.22 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。

Doki Dokiツアーガイド
パークス 明人

Meito Parkes
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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！　

LINEID：@a-cairns

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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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！

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

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

最高の満足度！ケアンズ夜の鉄板ツアー２選！
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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.
38

        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

　水中を探索していると様々な甲殻類に出会います。
その中でも特にダイバーの興味を引くのが色鮮やか
な体色や不思議な体形を持つエビやカニです。エビ
といえばイセエビやクルマエビ、カニといえばタラバガニ
やケガニと美味しくいただけるものばかりが頭に浮か
びますが、グレートバリアリーフで見られるそれらの
仲間には美しいものが多く、水中で目を疑うことさえ
度々あります。これら不思議な生態を持つ生物の特性
とその違いについて今回はお話していきましょう。
まず、エビとカニは全く異なる外見を持ちながら共に
エビ目（十脚目）に属します。その中にはヤドカリの仲
間も含まれていますが、これらの生き物は全てエビの
仲間だと考えるのが一般的です。足が全部で10本あ
るように見えることからこの総称を得ましたが、実際に
はハサミを含んで10本の者や退化して８本に見える
ものも含みます。エビは前後にカニは横にと、動く様子
を見ているだけでも全く違う分類だと考えるのが普通
だと思うのですが不思議なものです。ちなみにシャコ
の仲間はエビと思いきやこれら仲間には入らないよう
です。英語では大きさによってエビの呼称が変わり、

イセエビ以上からロブスター（Lobster）、クルマエビ
程度でプロウン（P r a w n）、小エビはシュリンプ
（Shrimp）となります。以前は長い尾を持つエビは長
尾亜目、短いカニは短尾亜目、曲がったヤドカリは異
尾亜目と３つに分類されていましたが、現在ではエビ
を“浮遊類”、イセエビ・ザリガニ・カニ・ヤドカリなどを
“歩行類”と二つに分類分けするようになってきま
した。あの甘くて美味しい冬の特産物、タラバガニは
カニではなく分類上ではヤドカリ類になるのですから
不思議ですね…。エビっぽいアナジャコ、カニっぽい
カニダマシやコシオリエビ、陸上生活をするヤシガニも
実はヤドカリ類なのです。以前はハサミを持つものを
カニ、持たないものをエビと呼んでいたこともあるよう
ですが、エビにもハサミを持つ種がいるため、カニと
エビの違いはますます解からなくなってきたようです。
子供の頃に良く獲ったザリガニはカニ目にもヤドカリ
目にも入らないので実質上は“エビ”になってしまうよう
です。また最近ではエビ目を卵の抱え方で分類される
ことが重要視されているので今後も分類上の変化は
止むを得ないとも考えられます。どちらも美味しい高級
食材には変わりありませんが、その呼称の裏には様々
な問題を抱えているようですね。

エビとカニの違いって？モエビ

カニダマシ

Vol.
03

　今回はキバラタイヨウチョウです。
　とても小さく色鮮やかな鳥で、ホバリン
グして花の蜜を吸う動作などからよくハチ
ドリと勘違いされます。英名は和名と同じく
腹の色からYellow-bellied Sunbird

だったり、背の色からOlive-backed 

Sunbirdだったりします。オスは喉のとこ
ろが青黒く、メスは喉から腹まで黄色で
す。世界には150種程のタイヨウチョウが
いますが、オーストラリアにはこれ一種しか
いないですし、一般にはただSunbirdと
呼ぶことが多いようです。街中や庭のいろ

いろな 花 に
やってくるので
身近によく見
られています。
　ひさしのつ
いた涙型の釣
り巣を作り、軒
先やベランダ
などに営巣す
ることもありま

す。嘴だけでどうやってこんな複雑な巣を作
るのかと思いますが、観察していても、巣材
をどんどん足して、頭や体でグイグイ押して
いるうちにいつのまにか上手いこと出来上
がっている感じでした。不思議なものです。
　人の生活圏に営巣するのは、人間をボ
ディガードにしているともいえます。人の側
にはあまり巣を襲うような生き物が寄って
こないと知っているのでしょう。また、この
人間は危害を加えないぞ、と信用してくれ
ているのかもしれません。私もキバラタイヨ
ウチョウがうちのベランダに営巣するたび
にちょっと嬉しくなります。そういえば知人
が、駐車場に営巣したので遠慮して車を停

めないようにしたら、大きな鳥が来てヒナを
さらっていった、という話をしていましたの
で、巣があってもいつも通りにしているのが
良いようです。

ヒナにエサを運ぶオス。

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）

巣から顔を出すメス。

蜜を吸うメス。
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髭オヤジの

vol.14 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

　ヒンチンブルック島という島がある。ケア
ンズから南に200km以上に位置し車で片
道約2時間半掛かる。インランドにカード
ウェルという街が有りそこからボートを降ろ
す事になる。南北に長さが52km、海抜
1100m以上の山も有する巨大な島だ。陸
は国立公園となっており大自然が残ってい
るが水上はその範疇には問われず、そう、
バラマンディの棲家として名を馳している。
　一番最初の挑戦は自分がケアンズに
移り住む時に寄り道した時なので20年以
上前になるか。カードウェルでバラマンディ
キャプテンと待ち合わせての釣りだった。
何も無い平地のボートランプ（と呼べるの
か？）から降ろしたのだが、この時初めて北
QLDのサンドフライ※（ブヨの仲間）猛攻を
受け度肝を抜かれており、それから今まで
で特にヒンチンブルック周りには気をつけ
ている。　　　　　　　　　　　　　

　さて、ポイントに向かうのだが入り組んだ
マングローブのジャングルの中をキャプテン
は巧みに操船し飛ばして行き、自分はスター
トしてから10秒で全く帰り道が解らなくなっ
た。今にしてみれば良い経験、思い出だ。こ
の日は自分にはバラは来ずキャプテンが数
匹のバラマンディを釣って見せてくれた。
　それから年月は経ちどうにか独り釣行が
出来る様になってくると、もっと攻めたいと
いう欲が出て来るのは至極当然の事。島
を良く知っているバラキャプテンGに「遊び
で連れてってくれよ!」で、OKが出た。そし
て、なんと自分のティーチャーのTも一緒に
来るという。これはどう言ったら良いのか、
怪獣を前にしたノビ太にジャイアンが、そし
てアンパンマンまで味方になっちゃって….
（スンマセン、とにかく心強いとい言いたい
だけ）。この日の事は忘れない、自分のそれ
までの釣行の中で5本指入る経験が出来
た。最初のポイントに着いてGが「目の前
のマングローブの根廻りが全てポイントだ
から、出来るだけ近くにキャストしろ！」。一

投目にアタリ
が来て、二投
目で50サイズ
を 釣り上 げ

た。それからはお祭り状態が続き12～3匹
までは数えていたが、諦めちゃった。もちろ
んそんな経験は初めてだし、ここは地球
か？と開いた口がもっと開く釣りだった。岩
場のポイントに入りTから「大き目の派手な
カラーのルアーを使え。ここは大型が出る
ぞ。」言われた通りのルアーにチェンジして
の数投目に自身初めての80オーバーを上
げて、足が震えたの覚えている。何も無い

開けた所で「ここは底が抉れているナイス
ポイントだぞ。」「あそこのドレインの20cm
横に投げて。」等、全て的確な指示で都度
バラが顔を見せてくれた。当然だがこの日
だけで自分には相当の知識を与えて貰
い、今でこそ感謝感謝で…。潮が止まりそ
うな時間だった。Tが「あそこは昔アボリジ
ニ達が干満を利用して岩石で罠を作った
んだ。グッドポイント！」。いきなりロッドが押
さえ込まれて動かないのを無理やり立たせ
た瞬間に水が割れて巨体が躍り出た。Tか
ら「オ～、mオーバー！」。頭空っぽ、目は血
走り、無呼吸でロッドにしがみ付いてるの
だけなんとなく。絶対に見られたくない顔を
してたと思う。
　夜ベッドに入るが興奮が続き寝られそう
に無い。自身で反芻して、“次回はあそこで
あ～やってこ～やって、グフフッ”それが、自
分が何も解ってない早とちりのボンクラ野
朗と解ったのはすぐでした。　　　　　　

※サンドフライ：海水と淡水の混じり合う所
に特に多く発生する1mm位のハエの様な
奴です。メチャ痒く酷い人は4～5日掻き毟
るみたいな。血を吸いに集るのですが（こっ
から噂）奴の体液（オシッコ？）が酸性みたい
で吸われた箇所が軽い火傷を引き起こす
（？）との事、自分は虫除けスプレー常備。
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学校の友達に、職場の同僚に 、大切な家族にお土産は必須。
今回は食べ物に特化した おススメお土産を大解剖!!
失敗しないためのお土 産選びの参考にどうぞ。

OK GIFT SHOP P.39

61 Abbott Street
TEL: 07 4031 6144
www.okgift.com.au

ケアンズの街の中心部に位置する老舗
お土産屋さん“OK GIFT SHOP”。広い
店内には所狭しと商品が並び、ここで
しか手に入らないものも沢山。

エリちゃん

ユータローくん

ケアンズ
お土産 徹底解剖!

可愛いパッケージが目を引くご当地コアラ

のマーチ・マンゴー味。「マンゴーの香りが

いい感じ~♪」(エリちゃん)「パッケージに

オーストラリアの有名なものがのっていて

イイね」(ユキちゃん)「小分けになっている

から配るのに便利」(ユータローくん)「思っ

たより、ちゃんとマンゴー感があって◎」

(マイちゃん)

一口食べた途端、みんなが“うま~い!!”と

歓声をあげたビーフジャーキー。「甘

じょっぱくて止まらない味!!」(マイちゃん)

「ジャーキーって、かたいのが多いけどコ

レは柔らかいから皆食べられていい。大

人向けだよね。」(ユキちゃん)「ブラック

ペッパーの効きがいい。ビール欲しいよ

ね~(笑)」(エリちゃん)「ワイルドな味!」

（ユータローくん）

「パッケージが高級感あってイイね」(ユータローくん)「ナッツが入ってい

て食べ応えがある!!私はもっと入っていてもいいけど(笑)」(ユキちゃん)

「サクサクしていて食べやすいね。マカダミアの風味もしっかりするよ」(マ

イちゃん)「軽くて美味しい。サクサククッキー好きな人にはオススメだ

ね。」(エリちゃん)

ケアンズを代表する観光地グリーン島の写真を使ったパッケージが高評

価だったこちらのチョコレート。「海好きの人へのお土産にピッタリ」(エリ

ちゃん)「ケアンズ!!って感じの写真だよね。」(マイちゃん)「中に入っている

マカダミアも大きくて満足感あるよ」(ユータローくん)「いっぱい入ってい

て沢山シェアできるのもGood」(ユキちゃん)

マカダミア　
ショートブレッド
クッキー
OK GIFT SHOPで人気No.1
のクッキー。ケアンズ市内
ではココだけの販売。個包
装・10袋・20枚入り。

プレミアム　
ビーフジャーキー
オリジナル味/ペッパー味
こちらもOK GIFT SHOP限定商品。オー
ジービーフ100%。スモークしたお塩を
使用したプレミアムジャーキー。

ドライマンゴー
地元産のマンゴーを使用したドライマンゴー。「パッ
ケージの絵と文字が可愛いよね」（マイちゃん）「甘すぎ
なくて食べやすい」（ユキちゃん）

OK GIFT SHOPオリジナル限定商品。
チョコレート部門で一番人気の商品。
こちらも個包装、1箱20個入り。

ケアンズ市内で買えるのはOK GIFT 
SHOPだけ。日本人になじみ深いお
菓子だからお土産にピッタリ。

コアラのマーチ　
オーストラリア限定
マンゴー味

ココアがけ
マカダミアミルクチョコレート

ケアンズ高原産のコーヒー豆をチョコレートで
コーティング。「コーヒー好きには最高」（ユータ
ローくん）「ジップロックが嬉しい」（マイちゃん）

Skybury Coffee
コーヒー豆入りチョコレート

試食＆座談会試食＆座談会

真剣

うん！

美味しい

カキカキ

カキカキ

ア〜ン

♪
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学校の友達に、職場の同僚に 、大切な家族にお土産は必須。
今回は食べ物に特化した おススメお土産を大解剖!!
失敗しないためのお土 産選びの参考にどうぞ。

Stillwater Sweets P.34

キュランダ村にあるソフトキャンディー専門店。
こだわりの手作りキャンディーは無添加、無香
料、無着色、グルテンフリーなのが嬉しい。
S：$3.95、M：$6.95。

リビケンショップ
http://livingincairns.ocnk.net/ 

この度、リニューアルした弊誌リビングインケア
ンズ編集部がおススメする商品を集めたオンラ
イン限定の宅配ショップ。お菓子以外にも商品

多数。是非、一度お立ち寄りください。

ユキちゃん

マイちゃん

Sweets

Foods

徹底解剖!

「紅茶の香りがしっかりするよ」（マイちゃん）「シンプルなパッケージデザインで高級

感があるよね」（ユキちゃん）「珈琲ビーンズチョコは、コーヒーの産地だって知ってもら

うのにいいよね」（エリちゃん）「甘すぎなくて食べやすい!!」（ユータローくん）「何個もいけ

ちゃうね」（ユキちゃん）

「外側がクリアケースで中の包みがきれいだから、豪華な

感じがするよ」(ユキちゃん)「ちょっとクランチーな食感が

面白くて、美味しい」(マイちゃん)「ちょっと溶けやすそう

な感じだけど、お家まで宅配してくれるなら安心だね。」

(エリちゃん)

今回、試食＆座談会に協力してくれたユキちゃん、マイちゃん、エリちゃん、

ユータローくんは皆、同じ語学学校の生徒もしくは卒業生。取材中は、本当に

真剣に試食して意見を出し合ってくれました。編集部も気付かなかったような

細かいことまで、アンケートに答えてくれて、“なるほど~!”と感心。本当にあり

がとうございました。

“これ知っている!!”の声もあった有名ソフトキャン

ディー。「無香料、無着色だから健康志向の人にお

ススメだね」（ユキちゃん）「パッケージがシンプル

で可愛いよ」（マイちゃん）「MIXは色んな味が楽

しめていいし、カカドゥプラムは初めて食べた

けど美味しい!!」（ユータローくん）「すごく

リーズナブルでいいよね。エスプレッソは

苦くなくて食べやすいよ」（エリちゃん）

オーストラリア
スタイルチョコレート
厳選したカカオ豆のみ使用した深
みある香りが自慢のチョコレート。
6箱セットと12箱セットあり。

キュランダ村を代表するお土産の一つ、手作りのソフト
キャンディー。材料はすべて地元産、フレーバーの種類も
なんと20種類。

手作りソフトキャンディー
（トロピカルMix/カカドゥプラム/
エスプレッソ）

オーストラリアンスタイル
紅茶クッキー（左）

ケアンズ高原産の有名紅茶NERADAの
葉（有機紅茶葉）を使用したクッキー。バ
ターをたっぷり使用した香り豊かな一品
（左）。オーストラリア産コーヒー豆を
チョコでコーティングした珈琲ビーンズ
チョコレート（右）。

オーストラリアン
珈琲ビーンズチョコレート（右）

17 Therwine Street, Kuranda
www.stillwatersweets.com

試食＆座談会試食＆座談会
協力し

てくれた皆
さん、ありがとうございました!!

ネットで頼めて

楽チンだね！

キュランダと言えばこれ！！
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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 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

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

F5

F6
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ケアンズで日本食をお求めなら

いつでもストレスフリーパーキング！
あなたの欲しいがきっと見つかります！

［住所］ Shop 4C Civic Shopping Centre 
　　　 113-117 Sheridan st Cairns
［Open］ 7days 9:00～18:00 
［Tel］07-4041-5666

Dawn Harvest Market 開催中!!
（第1、第3土曜日正午～）

マランダから朝採りの安全安心お野菜を！

最新情報は@You Mart Japanでチェック！
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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.11

●Nautilus Aviation  P.13

ストックランドSC

Starhills in●
Australia P.38

●SUN PACIFIC 
COLLEGE

●
Hartleys Crocodile

 Adventures    　 P.12

●Tjapukai       P.11JCB

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.27

●Preston Fresh P.25

TIA’S CAFE P.26
●
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えびす堂
寒さも和らぎ暑い夏が迫って来ましたネ。
水泳するには良い時期です！
しっかり筋肉を付けてコリやすい、疲れやす
い体を改善しましょう。
ストレッチ体操も忘れずに‼

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

Dolphins with Rainbow
本当の自分の想いを大切に。
レイキ・パステル和アート・サウンド
https://ameblo.jp/maki-happycolour/
Maki  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
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12月31日）

CUBE日本への荷物
箱 スーツケース ＄200から

AUS 5都市へ宅配有

見積もり無料

検索　cube it
日本語電話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
イベントのボランティアさんを募集していま
す。福島の子供達支援と共に、色々な人と
つながり、今の現状を知ったり、シェアしあ
いながらより良い未来のために、一緒に出
来ることをしていきませんか？

WEB　www.smilewithkids.com.au

お問い合わせは、お気軽に
smilewithkids8@gmail.com
0403-112-116まで。

ウォリスそろばん教室
珠算・暗算・高校数学の個別指導。
先ずはお試しセッションのご予約を。
Ph:0437600229
W:abacusbywallis.com

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

日本人ママのアットホームな
日本食カフェ
ランチ＆持ち帰りOK！各種コロッケ、からあげ、
お得なランチセット&お弁当も承ります
☎0415 397 110 
ママーズキッチン 
フレッシュウォーター駅から徒歩５分 
月-土 11am-4pm（土 2pm）

Elixir By raqct からの
お知らせ
～年末年始休業のご案内～
2019年
12月25日、26日、31日
2020年
1月1日、1月7日～16日

1月17日(金)から通常通り営業します。

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
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Gourmet
ケアンズグルメ

Cairns
20192019

創業26年。ケアンズ唯一の認定日本レ
ストラン。30種類以上ある定食メニューは
最高級オーストラリア産コシヒカリ使用。
他にもラーメン、居酒屋メニュー、日本酒、
ビールなど多数取り揃えています。

やっぱり日本食

●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.21: C2

O' CHACHA Japanese Restaurant 【おちゃちゃ】 地元産
食材アリ！

●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.21: 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

10%OFF

▶MAP P.21: B2

Ochre Restaurant 【オカーレストラン】 

●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

地元産
食材アリ！

オージー食材を凄腕シェフが独創的に調理
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。日本
を含め、数々のメディアにも紹介されている有名店。
地産地消にも力を入れ、オーストラリアらしい食材を
現代風にアレンジしたシェフの個性が光る美しい
料理を堪能できます。サービス・おもてなしも満点。

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。
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▶MAP P.21: D3

ケアンズで創業30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

オージーからも大人気の"テリヤキチキン丼"をはじめ
からあげ丼、カツ丼、親子丼(ご飯は大盛り無料)は ボリューム満点！
３種類から選べるラーメン（醤油・味噌・豚骨）は
トッピングや麺の量もお好みで選べる。 
魚介類や野菜がたっぷり入ったちゃんぽんラーメンや
特製手作り餃子、寿司、刺身、海鮮丼など充実したメニューが揃う！
全商品お持ち帰り可能（除アルコール）

ケアンズ老舗の日本食レストラン

M
A
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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

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 17:30～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.21: D4

Bellocale【ベロカーレ】 

▶MAP P.21: B2

海へのツアー前に最適!!

Blu Marlin Bistro【ブルーマーリンビストロ】 

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

港の目の前、リーフターミ
ナル内にあるツアー前の
朝食＆ランチに最適なカ
フェ。イートインでもお持ち
帰りでもOKです。バー
ガー、パンケーキなどがお
ススメ。毎日シェフが手作
りしています。

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 Lot 10 MacPeak Crescent, Smithfield  ●営 9:00～18:30（月～金）、8:00～16:30（土）、
9:30～15:30（日） ●休 無 ●☎ 4057-4634 ●メ  info@prestonfresh.com.au

卸として長年、新鮮なシーフー
ドを提供しているPres t o n 
Freshの小売店。生食用の
魚・ホタテ・ロブスター・カキ。エ
ビ、カニは活けも調理済みも有。
ここでスモークされたシーフード
は種類豊富でどれも絶品。

▶MAP P.22: H2

PRESTON FRESH【プレストン フレッシュ】 

HERE!!
→

カッタナ湿地
ヨーキーズノブ

→
ケアンズ

←
ポートダグラス

キャンパス
ショッピング
センター

JCU

サンバス
車庫

魚の老舗卸問屋さんの
一般向け小売店!!

お持ち帰り〈フィッシュ＆チップス〉
金 11:00～18:00、

土 11:00～16:00、日 11:00～15:00

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.21: B2

BOATSHED【ボートシェッド】 
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肉好きにはたまらない！ブラジル風食べ放題BBQスタイル "シュラスコ"

●住 43 Esplanade,Cairns City QLD 4870 ●営 17：30-21：00（ラストオーダー） ●休 祝 ●☎ 07-4044-1879

市内中心部パシフィックホテルの１階
にあるユニークでエキサイティングなレ
ストラン！焼き立てのお肉（ビーフ、ポー
ク、チキン、ラムなど）が丸々串ごと客
席に運ばれ、目の前で食べたい量を切
り分けてもらえるというスタイルが特徴。

オーストラリア
中から厳選さ
れた各種お肉
はどれも絶品！

直接、事前予約のお客様に限りシュラスコをご注文でハウスビール、ワイン、ソフトドリンク
いずれかを1杯プレゼント（予約なしのご入店、特典併用不可）有効期限2020年2月29日まで  

▶MAP P.21: B3

Bushfire Flame Grill【ブッシュファイヤー フレイム グリル】 日本語メニューあり

ローカルに人気のラーメン×カフェ。
ラーメン、ご飯もの、デザートも充実。

●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.21: C2

FOUR CINQ【フォーシンク】 

とんこつスープと鶏白湯スープをベース
にしたオリジナルラーメンで、特に日本
人にはちゃんぽん麺（右下）が人気。
またここでしか味わえないロブスター
の出汁を使用した濃厚な海老ラーメン
も根強い人気。他のメニューも充実し
ており、サーモンやとんかつもあります。
これから暑くなるケアンズには冷やし
ラーメンがおすすめ！デザートも種類

豊富で、食後
にコーヒーと
一緒にいかか
ですか？

カフェ、レストラン、バーを併設
したTHE CHAMBERS。ケアンズ
ローカルに人気があり、地元の
新鮮な食材だけを使った料理
を提供しています。
新鮮なジュース、スムージーボ
ウル、美味しい朝食で知られる
カフェは、年中無休。
レストランは最高級ステーキが
おススメ。
歴史ある建物内のスタイリッシュ
な空間です。

ラーメン、ランチプレート（Bento Box）をご注文の方に
アイスグリンティー１杯サービス（必ず本誌をご持参ください） 

●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.21: 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！

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.22: K1

Tia's cafe【ティアズカフェ】 

人気のカレーは種類も豊富で、店
主のおすすめChicken Panang 
Curryはローカルにもファンが多
い。3段階（マイルド、ミディアム、
ホットと）よりお好みの辛さが選べ
ます。1キロサイズの魚を使用する
Sweet and Sour Whole Fishは
甘酸っぱいあんの香りが食欲をそ
そる一品、ボリューム満点なので
大人数のグループにでシェアして
食べたい。デザートとしてオーダー
したいDeep Fried Ice Creamは
アイスクリームを揚げる新感覚の
スイーツ！冷たくて温かい不思議な
食感。小人数のグループ予約か
ら最大50名のパーティーまで対
応可能！クリスマスも休まず営業！

大人数のグループ予約もOK！
年末年始のパーティーにいかが？

話題のタピオカドリンク始めました！
特にオレンジ色が特徴のThai Milk Tea（中央）は
独特の香りと甘さにハマル人が多い！

本格的なタイ料理がリーズナブルな
価格で食べれるTIA'S CAFE。

@thechamberscairnsをチェック

ご予約は 4041 7302まで 
21 Spence St, Cairns QLD 4870
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　　　　　　　　　　　　●住 Shop 5 and 6, 217 Sheridan Street, Cairns 
●営 営 11:00-21:00（祝日は除く）※ラストオーダー20:30 ●☎ 4041-0576
　　　　　　　　　　　　●住 Smithfield Shopping Centre 
●営 営 10:00-21:00（月～土）※ラストオーダー20:30、10:00-16:30（日）※ラストオーダー16:00 ●☎ 4038-3771
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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.21: A3

Howlin' Jay's【ハウリン ジェイズ】 

▶MAP P.20: D9

タスマニア直送のサーモンを使った“サーモン握り”や“炙りサーモン”は不動
の人気。肉厚ジューシーな“炙りホタテ”も是非堪能したい一品。

お客様の９割はローカルという地元に根付いた回転寿司店。

クリスマス、忘年会、新年会など沢山の人を呼んでのパーティー等には寿司プ
ラッターがおすすめ！握り寿司がメインの「オーシャンプラッター」や、巻き寿司が
メインの「ハッピープラッター」など種類が豊富。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

パーティーにぴったりの寿司プラッター

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

North Cairns店

▶MAP P.22: I3Smithfield店

Happy Platter
【$35.00】

Ocean Platter
【$60.00】

Mix Platter
【$45.00】

炙りサーモン 炙りホタテ

サーモン握り

マグロのたたき

ロー
カル

気分
を味
わい

に来
て！

1989年オープンのローカルにも
観光客にも大人気の老舗イタリ
ア料理店「ラフェットチーナ」。一
番人気はこだわりラム肉と毎日
作られるフレッシュな手打ちパス
タ。パスタは大きさを選べるのもう

れしい。新鮮な魚介類を使い、
ハーブやスパイスが決め手の
シーフードグリルやイタリアの
伝統的なレシピで作られた牛
肉のカルパッチョもオススメ。

▶MAP P.21: D3

La Fettuccina【ラフェットチーナ】 

ローカルに愛される大人気老舗イタリアレストラン

地元産
食材アリ！

●住 41 Shields St. ●営 17:00～Late ●休 無 ●☎ 4031-5959

PROFILE

大人のお菓子
Sake Ball

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ビスケットを手で小さく割り、ミキサーか
フードプロセッサーがあれば使ってビス
ケットを粉々にする。ない場合は、手でなる
べく小さく砕く。
❷砕いたビスケットをボウルに入れ、ココ
ア、豪酒、コンデンスミルクを加えて全体を
混ぜ合わせる。
※季節によってはもう少し水分が必要な場合があ
ります。コンデンスミルクで調整してください。
❸手で直径４センチくらいのボールに丸める。
❹袋にきな粉を入れて、丸めたボールを入
れ、きな粉をボールの表面全体にまぶす。
❺冷蔵庫で保存していただく。 

ビスケットを砕く時、多少大きな塊が残っていても、
混ぜ合わせてボールにし、一晩おくと柔らかくなっ
ているので気にしないで砕いてね。中に刻んだ
ナッツを入れたり、きな粉の代わりにココナッツを
まぶしてもきっと美味しいね。アルコールが入って

いるので子供は食べないようにし
ましょう。

Recipe
no.73

★Arnott’s Marie ビスケット・・・１袋
★ココアパウダー・・・大さじ３
★豪酒・・・１５０cc
★Condensed milk(練乳）・・・２００cc
★きな粉・・・大さじ３くらい

材 料 （15個分）

▶MAP P.21: A3

The Backyard Cairns【ザ バックヤード ケアンズ】 

●住 At The Pier On the Marina side ●営 11:00-21:30 ●休 無 ●☎ 4052-7670 
●ウ www.thebackyardcairns.com.au

メイン料理をご注文されたお客様にハウスドリンク（ビール、ワイン、ソフトバンク）を１杯サービス
※ご注文時にこちらのクーポンをご提示ください。※１オーダーに対して１杯のサービスです。

Present this ad to receive one free house drink with any main meal ordered.  

マリーナに面した心地よいカジュアル・バー&ダイニング
リーフ・フリート・ターミナル
の目の前にあり、クルーズ
後そのまま気軽に立ち寄
るのにも便利。ユニークな
カクテルや、アイデア溢れる
アラカルト・メニューが揃う。
一番のオススメは2段重ね
のプラッターに、エビやカニ、
カキなどバラエティに富んだ
シーフードが満載の「プラッ
ター・オブ・シェルズ」。
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●住 34 Esplanade, Cairns　●営 12:00-20:30　
●☎ 4050-2000　●ウ www.mondoonthewaterfront.com.au

▶MAP P.21: B2

Mondo on the Waterfront【モンドー オン ザ ウォーターフロント】 

ヒルトンホテルの海沿いに位置した
ローカルも多く訪れる人気の屋外レストラン。

北クイーンズランド州の魅力がギュッと詰
まったレストランでトリニティー湾の素晴ら
しい眺めとユニークな料理が楽しめる。月
～金（12:00～14:30）だけのお得な2
コースランチはたったの$15で前菜+メイ
ン+ドリンク（ビール or ワイン or ソフトドリ
ンク）がついてくる！また土日の15時～17
時は生牡蠣が1個$1の特別プライスを
実施中！ 心地よい海風を感じながら美味
しいお酒と生牡蠣で乾杯はいかが？

大人がメインミールを注文すると子供の食事が無料（お子様メニューより選択、最大2食まで）
［使用条件］•食事のみの提供になります。•他のオファーとの組合せ不可（$15ランチ、$1牡蠣、2for1など）

•ランチ&ディナーのみ有効。•祝日はご利用いただけません。•12歳までのお子様に適用されます。

モンドーで一番人気のナシゴレン

星の王子・SAIが運勢をズバリ占う！

おひつじ座

月の星占い10&11&12
影響が分散的でなく集中的です。決まったこと
にエネルギーが集約しがちな運勢ですから、手
ごたえを感じたことに集中することを勧めます。

3 /21-4 /19

パートナーとの意見の相違にイライラしそう
ですが、遠出することで幸運につながる材
料が見つかりそう。他人本位は失敗の素。
アテにするとしっぺ返しがありそうです。

友人づきあいに注力することをおすすめし
ます。多少の揉め事も楽しい思い出になる
でしょう。外圧に悩まされそうで、大きな仕
事などは今すぐの完成を焦らないように。

恋愛がらみのイベントに期待大。12月初頭
頃に滅多にないような強運がくるでしょう。年
末に大切な人との時間を過ごせそう。仕事
面も上々。よい形で令和元年を終われそう。

なりたいと思っている自分を目指すことが運
気を引き寄せます。金運もまずまず良いで
すが、あくまで結果は将来的なもの。今はそ
こにいたる準備期間だと考えてください。

始まりは仕事や体調が良好ですが、後半
にかけて少しずつ後退気味の傾向。困っ
た時には多くの友人に頼るよりも、大切
なひとりに頼ったほうがよいでしょう。

今年一番の金運に恵まれます。お金は貯め
るだけでなく投資などに挑戦することもお勧
めします。他人から好印象も持たれやすく、
様々なチャンスを無駄にしないでください。

ごたごたが多い状況に陥ったとしても徐々
に改善していきます。焦りは禁物です。年
末は海外旅行などの遠出がお勧めです。
初めて行く場所よりも再訪がよいでしょう。

全体的には当り障りのない運勢で安心
して過ごすことができそう。ただし楽しいこ
とを求めるならば受け身ではうまくいきま
せん。自発的に動くことが必要です。

仕事の成功を見据えて功労しましょう。
周りから称賛される結果を残すことがで
きるでしょう。謙虚な心を忘れないでいれ
ば友人たちも助けになってくれます。

いまある資産をどう使うべきなのか正しく
判断できるでしょう。ただ後半になるにつ
れ焦りがでてくるので注意が必要。親戚
との集まりが意外に楽しくなりそう。

お金の動きに波があり良くも悪くも不安定
です。成功か失敗がはっきり出ます。一方
家庭内や身近な場所に楽しみを見つけら
れそう。後半になると恋愛運も向上します。

11月頃をピークにして楽しい出来事がたくさ
んありそう。年の終わり頃にかけて仕事運が
上昇傾向ですが結果がついてくるのは少し
あと。じっくり仕上げる気持ちを忘れずに。

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］〈Oct〉－ 〈Nov〉－ 〈Dec〉－
［恋愛運］〈Oct〉－ 〈Nov〉－ 〈Dec〉－
［仕事運］〈Oct〉－ 〈Nov〉－ 〈Dec〉－

［金　運］〈Oct〉－ 〈Nov〉－ 〈Dec〉○
［恋愛運］〈Oct〉－ 〈Nov〉－ 〈Dec〉－
［仕事運］〈Oct〉－ 〈Nov〉－ 〈Dec〉－

［金　運］〈Oct〉－ 〈Nov〉○ 〈Dec〉○
［恋愛運］〈Oct〉－ 〈Nov〉－ 〈Dec〉－
［仕事運］〈Oct〉－ 〈Nov〉－ 〈Dec〉－

［金　運］〈Oct〉○ 〈Nov〉－ 〈Dec〉－
［恋愛運］〈Oct〉－ 〈Nov〉－ 〈Dec〉－
［仕事運］〈Oct〉－ 〈Nov〉－ 〈Dec〉○

［金　運］〈Oct〉－ 〈Nov〉－ 〈Dec〉－
［恋愛運］〈Oct〉－ 〈Nov〉－ 〈Dec〉－
［仕事運］〈Oct〉－ 〈Nov〉－ 〈Dec〉－

［金　運］〈Oct〉－ 〈Nov〉－ 〈Dec〉－
［恋愛運］〈Oct〉－ 〈Nov〉－ 〈Dec〉－
［仕事運］〈Oct〉○ 〈Nov〉－ 〈Dec〉－

［金　運］〈Oct〉◎ 〈Nov〉－ 〈Dec〉－
［恋愛運］〈Oct〉－ 〈Nov〉－ 〈Dec〉－
［仕事運］〈Oct〉－ 〈Nov〉－ 〈Dec〉－

［金　運］〈Oct〉－ 〈Nov〉－ 〈Dec〉－
［恋愛運］〈Oct〉－ 〈Nov〉－ 〈Dec〉○
［仕事運］〈Oct〉－ 〈Nov〉－ 〈Dec〉－

［金　運］〈Oct〉－ 〈Nov〉－ 〈Dec〉－
［恋愛運］〈Oct〉－ 〈Nov〉－ 〈Dec〉○
［仕事運］〈Oct〉－ 〈Nov〉－ 〈Dec〉○

［金　運］〈Oct〉－ 〈Nov〉－ 〈Dec〉－
［恋愛運］〈Oct〉○ 〈Nov〉－ 〈Dec〉◎
［仕事運］〈Oct〉－ 〈Nov〉○ 〈Dec〉○

［金　運］〈Oct〉－ 〈Nov〉－ 〈Dec〉－
［恋愛運］〈Oct〉－ 〈Nov〉－ 〈Dec〉－
［仕事運］〈Oct〉○ 〈Nov〉－ 〈Dec〉△

［金　運］〈Oct〉－ 〈Nov〉－ 〈Dec〉○
［恋愛運］〈Oct〉○ 〈Nov〉－ 〈Dec〉－
［仕事運］〈Oct〉－ 〈Nov〉－ 〈Dec〉－

◎：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

Won Ton Soup (Short Soup) 
広東風ワンタンスープ

Main Foyer, the Reef Hotel Casino,
35-41 Wharf Street, Cairns 
Ph電話： (07) 4041 2828 

Café China Seafood Restaurant
カフェ・チャイナシーフードレストラン

カフェ・チャイナ・エクスプレス
at The Marina
Pier Shopping Centre, Pier Point Rd,Cairns
Ph電話： (07) 4051 6887 

at the Customs House
6A Abbott Street, Customs House, Cairns
Ph 電話：(07) 4041 7077

Café China Express

4041 2828
Booking & enquiry
ご予約・お問い合わせ

American Expressによる北クイーンズランド州ベスト・レ
ストラン賞を受賞
ケアンズ観光局によるベストツーリズム・レストラン賞を受賞
2008～2015年にわたって、「グルメ・トラベラー」誌の今年
のワインリスト賞に掲載
2009～2012年にわたって、「クーリエ・メール」紙によるベスト
中華レストラン賞を受賞
2000～2009年および2014～2019年にわたって、「レストラン
&ケータリング・アワード」による北クイーンズランド州
「ベスト中華レストラン賞」を受賞
2011～2013年にわたって、「レストラン&ケータリング・アワード」
による北クイーンズランド州「ベストアジアンレストラン賞」を受賞

Shao Mai (4 pieces)
a traditional Chinese Dim Sum

 (with Prawn, Pork & Mushroom)

シューマイ (豚肉、海老、椎茸入り )( ４個 )

Cantonese Style Hot Pot
of Glass Noodles & King Prawn

広東風大海老と春雨炒め

Seafood Laksa
タイ風海鮮入りラクサラーメン
(ココナッツカレー風味)(甘辛口)

▶MAP P.21: A3

▶MAP P.21: B2

▶MAP P.21:B2



店主の故郷「長崎」に行こう！
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おかげさまで13周年

日本又はオーストラリア
からのお問合せは info@ganbaranba-global.net

@ ganbaranba
@ cool_ganba

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

GANBARANBA

MUGEN
PREMIUM GOLD

無限　白
th Aniversary

BEST
SELLER

事業拡張のため
人材募集

・幹部、マネージャー、マーケティング
・カジュアル、サポートスタッフ

詳
し
く
は

「一緒に夢を追いかける仲間をお待ちしております」
代表取締役　新宮 陵照

Creative Hair Salon ROOTREE

がんばらんば グローバルパートナー

C A I R N S
L O V E R S
from 長崎

LOVE LETTER メンバーズカードの
更新はお済みですか？

LOVE 　　JAPAN　　NAGASAKI
日本行き往復航空券「$1000」バウチャーを

1名様にプレゼント！

MAP : P.21 C3

ケンアズ発

応募期間：2019年10月25日（金）～2020年1月20日（月） 詳しくは店頭、またはFacebook/Instagramにて！

旅先には
旅先の
麺がある
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食レポ体験2019
GOURMET REPORT

リビング
・イン・ケアンズ読者モデルの

同じシェアハウスで仲良くなったHANNAHさん
（左）とSESHIKAさん（右）。ワーキングホリデー
でケアンズに滞在中の二人が食レポに挑戦！

ケアンズを代表するお洒落なハンバーガー屋さんと言えば
JIMMYS。これぞオーストラリアと言ったボリューム満点の
ハンバーガーが名物の人気店。

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！店内はとってもお洒
落な雰囲気。

マストで頼みた
いカラフルなシェ
イクは全７種類。
写真はストロベ
リー味（左）とラ
イム味（右）

JIMMYS BURGER & CO
●住 66 Shield St
●営 11:00‒22:00 ●☎ 4041-6651

ハンバーガー以外
にもサイドメニュー
が充実。お勧めはフ
レンチフライとオニ
オンリング。2人も
仲良くシェアして食
べました！

REONAさん（左）とMINAMIさん（右）は同じ
大学出身の仲良し二人組、撮影時には同じＴ
シャツを着て食レポ体験をしてくれました！

食事もスイーツも楽しめるケアンズで唯一無二のカフェ＆レ
ストラン。オーナーシェフの吉川氏が手掛ける料理には、常
に新しい要素が取り入れられ多くの人を魅了している。

これからの季節にぴったりな「サーモン炙
り冷やし麺」は、冷たくてさっぱりとした味
がどんな暑い日でも食欲をそそります。

色々な味が楽しめるBENTO 
BOX（左）、特にオーストラリア
産の和牛照り焼きバルサミコ
ソースは人気メニュー。

FOUR CINQ
●住 Shop 6/20 Lake St
●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

店内のショーケースには美味しそうなデザートが
ずらり！特にショートケーキとシュークリームは人気
商品！スイーツ大好きな2人からは笑顔がこぼれる。

ケアンズでは珍しい
サッポロの生ビール
が飲める！お肉がとても柔らかくて

美味しい！オーストラリア産の

和牛ビーフは最高！

さっぱりなのにコクがあって
満足度◎、たっぷりのった
サーモンが嬉しい！

バリスタが入れてくれる
美味しいコーヒーと一緒
にデザートをどうぞ！

緑が多い開放的なテラス席。
天気の良い日に外で食事を
するのは最高！

一口サイズで食べやすいJ.F.C
（JIMMYS FRIED CHICKEN）
もお試しあれ！

JIMMYS CLASSIC STACKは

ビーフパテ以外にもマッシュルームの

フライが挟まっていてボリューム満点！

人気のCRISPY CHICKENは
サクサクとした食感が美味い！
オリジナルのスペシャル
ソースとの相性が抜群！
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海が見える最高のロケーショ
ン。スパークリングワインとマ
ンゴー＆パッションフルーツの
ジュースで、まずは乾杯!!

日本からご応募いただいた安田ご夫妻。結婚10周
年記念のウェディングフォト撮影のためにケアンズ
にご滞在中、食レポ撮影にご協力いただきました。

ケアンズマリーナの目の前という絶好のロケーション。海やそこ
を行きかう船を見ながら頂く食事はまた格別。店内もとってもお
洒落で雰囲気抜群。タパスなど小皿料理も充実。

店内もとってもお洒落なBOAT 
SHED。カップルで来るもよし、
家族やお友達などグループで
来ても楽しめるお店。

BOAT SHED
●住 Shop 7&8, 
Cairns Harbour Lights,1 Marlina
●営 11:30～Late（ランチ11:30～15:00）
●☎ 4031-4748

本日のお料理登場。お皿一杯に盛
られたシーフードと大きなロブス
ターを前にお二人とも“おぉ~!!”。

あっという間にご馳走様。お二人と
も“素材の味がしっかりしていて最
高に美味しかった”と大満足。

ケアンズで出会い仲良くなったYUKAさん（左）
とREINAさん（右）。歳が近いことから意気投合。
レストランやカフェ巡りが大好きなお2人。

ケアンズの人気レストランが多く入る
The Pier Cairns内にあるHOWLIN 

JAY’S。フライドチキンの専門店でローカ
ルだけでなく旅行者にも人気のお店。カ
ラフルな店内はSNS映え必至！

Howlin' Jay's
●住 The Pier, Cairns（1 Pier Point Rd）
●営 日～木11：00～23：00 
金、土11：00～24：00
●☎ 4041-1791

カラフルで甘いカクテルは
女性に大人気。スパイシー
なチキンにぴったり！

通常メニューには載っていない
裏メニューのMAC & CHEESE 
BURGERはチーズマカロニが
チキンの上にたっぷり！

食べる前に匂いを嗅いで
辛さをチェック！辛さには
自信がある2人。

お店の看板メニューHOWLIN ’ 
CHICKEN BURGERは スパイ
シーなチキンと甘めのコールス
ローの相性が抜群な一品。

人気のチキンテンダーは辛さが
６段階あり、今回は最も辛いトリ
プルエックスチャレンジ（X X X 
CHALENGE）に挑戦！

しかし！今までに経験をしたこと
がない辛さにびっくり！2人とも
涙が出てくるほどの刺激に襲わ
れて悶絶寸前に！（※MEDIUM
の辛さがオススメです）

大きな口を空けないと

食べられないくらいの

ボリューム！

HOT SEAFOOD PLATTER。グ
リルしたエビ、ウチワ海老、イカなど
海の幸がてんこ盛り。（ロブスター
はオプションで追加できます。）

海
老
が
甘
く
て
美
味
し
い
!!

（
T
A
K
A
Y
U
K
I
さ
ん
）

ケ
ア
ン
ズ
に
来
て
お
肉
ば
か
り
食
べ
て
た

か
ら
嬉
し
い
♪（
A
S
A
M
I
さ
ん
）

グリーンアップルとタロミルク
ティーが人気！

YUKAさん（左）とMISATOさん（右）は10年来の
お友達。撮影当日は可愛いお子様LENくん（左）と
MINAMIちゃん（右）を連れてご参加頂きました。

2004年にオープンし今年で15周年のOMU。元祖タピオカミ
ルクティーの店としてローカルに愛されている。添加物を一切
使用していないタピオカは毎日手作りでフレッシュなものをご提
供。お弁当類も充実していて日本人にはとっても嬉しい！

OMUの不動の人気メニュー！
サーモンユッケ丼 $16.95。

数量限定で売り切れ必須の
日替わり弁当$12.95。迷っ
た時はコチラのお弁当を。

バリューセット（おにぎり3個
+からあげ2個）$9.95

働いているスタッフには日本語
が通じるので安心。

ショーケースには美味しそうな
お弁当がいっぱい！

自家製のユッケダレと

温玉が食欲をそそる！

からあげ
大好き！！

安心の日本米で
美味しい！

サーモンとも
相性ぴったり♪

ONIGIRI CAFÉ OMU
●住 Shop33/58 Lake St
●営 11:00-17:30（月～土）
　 11:30-17:00（日）
●☎ 4051-5195 ●休 祝日
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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

$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

プロフィール
Profile

青井 良記（あおい よしき）
ケアンズ在住：１5年／職業：ツアーガイド／趣味：サッカー、スポーツ観戦

よしきんに君のフィットネス＆ダイエットよしきんに君のフィットネス＆ダイエットFitness&Diet

　ダイエットの為の運動として、まず最初に思い浮かぶのはウォーキングやジョギ
ングなどの有酸素運動ではないでしょうか。有酸素運動は特に器材や筋力を必
要としない為、女性や年配の方でも気軽に始められ、血行促進やストレス発散な
ど、様々なメリットがあります。しかし、ダイエットをしたい方にとっては有酸素運動だ
けではなかなか効果が得られません。その理由としては以下の点が挙げられます。
【その1】
時間をかける割にはあまりカロリーを使っていない。脂肪を1kg燃焼させるには
約7000kcal使う必要がありますが、体重50kgの人が1km歩いて使うカロリー
はだいたい50kcal。1時間で4km歩いても200kcalです。毎日、有酸素運動に
1時間も時間を取れないという人も1日の摂取カロリーを200kcal減らす事でほ
ぼ同じ効果が得られます。
【その2】
有酸素運動を長い間続けると有酸素運動に適した少ないエネルギーで沢山動
ける低燃費な身体に変化していきます。車でいうならエコカーの様な感じで聞こえ
は良いですが、動いてもカロリーをあまり使わない痩せにくい筋肉の細い身体と
言う事です。逆に筋肉が発達している人は車で言うとエンジンの大きな燃費の悪
いアメ車やスポーツカーの様な身体なのでスピードとパワーがある為、日常生活
が楽なうえカロリーを沢山使い食べても太りにくい身体と言えます。
　毎日頑張って有酸素運動をしているのにもかかわらず、あまり体脂肪が減って
いない人は食事内容を見直し、筋トレを週に2回ほど取り入れてみて下さい。筋
トレをする事で有酸素運動をしても筋肉を細くしてはいけないと脳が判断する為、
低燃費な筋肉の細い身体になる事を防いでくれます。ここで言う筋トレは無酸
素運動の事で最大でも45秒までしか続けられない短距離ダッシュや高強度の
運動の事であって、ダンベルなどを使った運動でも1～2分続けれるような運動
はどちらかというと有酸素運動になってしまいます。

有酸素運動のメリットとデメリットケアンズライフを

豊かにしてくれる

ライフ
スタイル
ガイド

Lifestyl
e Guide



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♪
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バタフライショップ＆カフェバー

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
水出しコーヒーとコー
ヒーカクテルも充実!

Butterfly Shop & Cafe Bar

●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

0 4

キュランダ初！カフェ併設ギフトショップ

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

●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

05

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 2

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

0 3
キュランダアイスクリーム

名物クリフおじさんの
手作りアイスはやさし
い味♥シングル＄4、
ダブル＄7。
日本語ギャグ
もお楽しみに！

20 年近く前からアイスクリームを
　売ってるよ！

Kuranda Icecream

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

Coondoo St .Kennedy Highway

Thooree  St .

（メイン通り）
（ ケアンズ方面 ）
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34 マークのお店はJCBカードがご利用いただけます。JCB
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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 7

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 Heritage Markets, Rob Veivers Dr, Kuranda
●営  9:00-16:00 ●休 12/25 ●☎ 4093-9188
●ウ www.birdworldkuranda.com 
●メ  reservations@birdworldkuranda.com

0 8

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

0 9

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。

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 0

●住 17 Thongon St.  ●営 9:00～15:30  ●休 無  ●☎  0414-790-034

ケアンズから車で約1時間ほどの郊外（マリーバ）
で無農薬栽培された良質なアラビカ豆を店内で
自家焙煎して販売しています。ケアンズでも地元
産の豆を使用している店は少なく、他の豆を一切
混ぜないストレートコーヒー（シングル・オリジン）は

コーヒー通の中でも大変特徴のあるコーヒー豆です。特に日本では「ブレンドして
いないコーヒー豆」に出会う機会は少ないハズ。お店では世界各国の旅行者や
地元の人からも高い評価を得ている豆の販売と専属のバリスタが目の前で一杯
一杯、丁寧にコーヒーを淹れてくれます。豆屋ならではの「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！焙煎の
様子を見たい人
も午前中に行く
と◎！

世界的な生産量 0.0001％以下の
コーヒー豆を堪能＆お土産に！

→ 豆を焙 煎 する
ロースター 一番人気はミディアムロースト！

目印はFOOD WORKS
（スーパーマーケット）の隣。

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！
４種類の異なるビールのテイスティングセット（$16.00）は様々なフレー
バーが味わえる人気のビールセット。いろいろな種類をお試しで飲んで
みたい方にオススメ！

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 7

●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

Barang  St .

T
hongon S

t.

A
rara S

t.

スーパー

マーケット

● 警 察

Kuranda
Stat i on

キュランダ駅

Skyra i l

スカイ
レール
乗り場

B
a

r
r

o
n

  R
i v

e
r

1 0

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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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。

　毎年恒例となった「ホームバイヤーセミ
ナー」を8月13日にケアンズで開催させて
頂きました。人生で平均７回は引っ越しを
すると言われるオーストラリアでは、「家を
買う」という行為が日本よりもはるかに身
近で あるように感じます。一般人も「不動
産投資」に積極的で、子供の頃から自分
の両親が「不動産投資」を繰り返すのを
見てきたオーストラリア人の多くは、不動
産の購入にも慣れていますし、気負いが
ありません。 言葉にハンディが有り、情報
法収集も遅れがちな私達日本人が、そん
なオージー達と同じ土俵に立って、気に
入った不動産を獲得するためには、オー
ストラリアの不動産市場やオージーの考
え方を理解する必要があると考えます。そ
ういった思いから、ケアンズ在住の日本
人の皆さんのために「ホームバイヤーセミ
ナー」を始めたのは、前の不動産会社に
勤めていた１２年前のことでした。リビング
インケアンズさんのオフィスをお借りして
開催した１回目から、これまでほぼ毎年セ
ミナーを続けてこられたのは、セミナーを
共催して下さったANZ銀行さんや、
Horizon Financialさん、毎年応募広告
の掲載にご協力くださるリビングインケア

ンズさん、そしてもちろん、毎年真剣な面
持ちで参加して下さる参加者のおかげで
す。今年のセミナーにはケアンズ在住の
日本人11名が参加され、質問も活発に
出され、皆さんの家の購入に対する熱意
をヒシヒシと感じました。
　ケアンズ在住の日本人の皆さんに家を
買って欲しい（所有して欲しい）と思うの
は、「家賃を払って大家さんの住宅ローン
を返してあげるより、自分の住宅ローンを
払ったほうお得」ということに加え、自分が
住む家を所有することは、マイノリティであ
る私達が、ここで生きていく上での自信に
繋がると考えるからです。住宅金利も市
場最低な今は、家を買う方にとって好機
です。毎週土曜日には各不動産会社が
住宅内覧会を 行っていますので、まずは
お気軽に興味が有る物件に足を運んで
みられてはいかがでしょうか。
　永住権をお持ちでない日本の方も、新
築物件や更地であれば、自分の名義で
不動産の購入が可能です。円高豪ドル
安の今、ホリデーハウスとして、賃貸投資
として、また資産分散として、「ケアンズで
家を持つ」事を検討されてみてはいかが
でしょうか。

　STPは、従業員への支払い時に企業が使用し
なければならない新しいATOのシステムです。昨
年、大規模ビジネスから使用が開始されましたが、
ほとんどの小規模ビジネスは今年開始する必要
があります。基本的には、STP対応の会計ソフト
を使用して各賃金支払いごとにATOに報告する
というシステムです。
従業員へ
2020年度のタックスリターン時にはPAYGサマ
リーは発行されず、個人でMyGovにログインして
収入や支払った税金の額を確認することになりま
す。また今年の7月からのお給料もMygovの
ATOリンクより、Income Statementにて確認を
することができます。ただし、MygovにATOをリン
クすることが難しい場合があります。その場合は、
税理士のサービスを利用してATOシステムから
収入の情報を直接取得してタックスリターンを申
請することができます。
タックスリターン
納税申告書を作成する場合、あなたの収入を確
認するために、各雇用者からの最後の給与明細
を保管する必要があります。給与明細書は正確で
はないかもしれませんが、ATOへ雇用者が申告し
た情報と給料明細を照合し、申告内容に不足が
ないかを確認するのに役立ちます。未申告の収入
があった場合、ATOは納税者に罰金を課すことが
あります、ご注意ください。
　早期タックスリターンを希望する方は、日本から
オンラインで弊社に依頼する場合、確認のために

給与明細のコピーを提出して頂きます。早期の申
請は、オーストラリアを出国し、ビザが切れている、
または今後オーストラリアで働くことがない場合に
限り可能です。
小規模ビジネスのSTPの対応
従業員が1～19人の場合、ほとんどは9月30日ま
でにSTPレポートの使用を開始する必要がありま
すが、方法は、その日までの合計給与を一括で申
請し、その後は各支払い期間ごとにATOに申請
します。
　すべての会計事務所がSTPサービスを提供で
きるわけではありません。STPレポートソフトウェア
をまだお持ちでない場合、またはプロセスが不明
な場合は、弊社のWebサイトからお問い合わせく
ださい。また、必要に応じて給与処理を代行する
こともできます。
www.bcaccountants.com.au/payoffice.php
マイクロビジネスのSTPの対応
従業員が1～4人の小規模企業であれば、STP
四半期ごとに報告できます。週ごとに報告する
必要はありません。しかしこの方法は、このサー
ビスを提供する税理士を通してのみ利用できま
す。ただしこの特別措置は2021年の6月30日
までです。
その他の延期や免除の申請
上記の日付までにSTPレポートを開始できない特
別な状況または困難がある場合、他の延期また
は免除を申請することもできます。信頼と実績の
ある税理士に問い合わせください。

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/）

安楽死という選択肢
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！

ケアンズで家を持つ

　先日、16年ものあいだ共に暮らし
てきた我が家のゴールデンレトリバ
ーを安楽死しました。各種鎮痛剤で
も抑えきれなくなった関節痛に加え、
長期に及ぶ投薬の副作用として腎
不全の症状が出てきたための選択
でした。
　安楽死は麻酔薬を致死量まで投
与する方法が使われます。対象の
動物はまず麻酔で眠り、その後に心
肺が停止します。この処置において
苦痛は起こりません。
　安楽死を考える上で大事な概念
に「クオリティ・オブ・ライフ（Quality 
of life, QOL）」があります。これは
大まかに言えば人生に幸福を見出
しているかを尺度として捉えるもの
です。我が家の愛犬の安楽死の決
断は、愛犬自身の苦痛が、もうこれ
以上抑えられなくなったからです。
　安楽死を決めて１週間、家族は
犬中心の生活をしました。食欲の

落ちた犬に特別食を作り、もうシャ
ンプーもやめ、とことん可愛がりま
した。別れを前に、できることを全
てしました。彼はお気に入りのクッ
ションの上で横になったまま、みん
なに囲まれて最後の注射を受け眠
りました。夜中に一人で逝くのでは
なく、最後まで愛されて眠りました。
涙とともに、いままで家族でいてく
れてありがとうという言葉が自然に
出ました。
　ペットを失った喪失感は深いもの
ですが、それは残された人間が負う
もので、苦痛を表現できない動物に
安らかな死を与えるというのも、また
ひとつの選択肢だと思います。
　安楽死をすべきとは言いません。
迷いを持ちつつするものでもありま
せん。ただ治療の決定権をにぎって
いるのは飼い主です。そんな選択肢
もあるということを、心のすみに置か
れてください。

シングルタッチペイロール（STP）
税金 T A X A T I O N

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

オーストラリアにおける雇用時の不正：人種差別

　オーストラリアのFair Work Ombuds-
manは労使問題・職場関係問題に
おける警察・検察組織のようなもの
で雇用に関する不正に対して非常
に厳しい措置を取ることで有名で
すが、つい先日、オーストラリアでは
初めてとなる給料体系における人
種差別で立件した事案の判決が
下されました。このケースでは、ホテ
ルを所有するオーナーが外国人夫
婦を国外からビジネスビザで呼び寄
せて雇用した際の労働条件が明ら
かに他のローカルスタッフとは異な
っていたことが問題視され、裁判所
は雇用主が外国人労働者を雇用
するにあたって意図的な労働条件
の差別を行っていたものと判断し、
本来支払われるべきだった給料と
の差額分である計29,325ドルの
支払いはもちろんのこと、雇用主で
ある会社と実際に不正を働いた
Directorの男性に$211,104の

罰金を科しました。
　オーストラリア政府はこのような
差別雇用がオーストラリア国内で起
きていることを強く問題視していま
す。特に外国人労働者でビザをス
ポンサーして貰っている方はビザが
キャンセルになることを恐れて雇用
主に対して強く出れないことが多く、
結果として、雇用主による不正が野
放しとなっているケースは少なくあり
ません。また、外国人労働者は特定
の言語環境下で生活をしているこ
とも多く、オーストラリアのルールや
法律に疎いという現状がありますが、
オーストラリアの労働法では雇用主
が立場の弱い外国人労働者から給
料を（搾取という表現ではなく）盗ん
だとみなす傾向にあり、法律で定め
られている最低賃金・労働条件で
働かれている方は、同じような被害
にあわれる方がでないよう呼び掛け
ています。

公認会計士CPA。2010年JCU商学部会計学科卒。2013年よりBC ACCOUNTANTSにて
Senior Accountant & Tax Consultantとして活躍中。日本語でお気軽にご相談ください。

マクファーラン 陽子
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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。

Q&Aスーパーアニュエーションの手当について
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。

Far North Queensland DAMAの進捗について
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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　前号にも記載しましたが、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、この新しい協定により、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。ケア
ンズ近郊の雇用主は、まず、移民局
から協定の認定を獲得する必要があ
ります。その後、海外労働者のビザ
審査（TSSビザ（サブクラス482））が
なされます。
　しかしながら、2019年8月30日現
在、いまだにこの協定の詳細（ＤＡＭ
Ａ専用の職業リストなどなど）はわかっ
ていません。2019年9月には発表さ
れるということですが、現段階では、発
表日などは不明です。
Subclass 190 & 489
（クイーンズランド州）について
クイーンズランド州（BSMQ）は2019年
8月30日現在、Subclass 190 & 489
の申請を受け付けていません。また、

2019年7月30日以降にSkillSelect
に提出されたEOI（技術独立ビザ）は、
現 時 点では考 慮されません。
Subclass489に関しては、同ビザ自
体が2019年11月に廃止されるため
に、再開される可能性は低いとされて
います。また、ビジネス移住ビザ、
Subclass188は、再開されています。
ピアソン（PTE）アカデミック英語テス
トについて
現在、受験者は2年間オンラインで
のみ結果にアクセスできます。しか
しながら、永住ビザ、TSSビザ（サブ
クラス482）など申請の際、英語力
を証明するテスト結果は3年間有
効のため、ピアソンは、受験者が3
年間にわたって結果にアクセスで
きるように、アクセスの拡大に取り
組んでいます。
　上記に関するお問い合わせです
が、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。

　Ｑ：私はスーパーアニュエーションに加
入していますが、どのような補償や手当
があるのかよく分かりません。ケガや病
気をして働けなくなった場合、どのような
手当があるでしょうか？
 Ａ：一般的にスーパーアニュエーション
には、障害手当てと死亡手当が含まれ
ています。これらの手当ての申請は、病
気やケガの原因に関係なく、具合が悪く
なったり、ケガを負ったという事実さえあ
れば手続きを開始することができます。ま
た、障害手当は、センターリンクやワーク
カバーなどの機関から手当を受けている
場合や、その他の請求手続き途中でも
申請可能です。以下、障害手当と死亡
手当を簡潔にまとめると、
障害手当
病気やケガにより6か月以上仕事を休
んでおり、自分の職歴や資格に適当な
職を得ることが不可能だと判断される場
合、障害手当が受給資格があると考え
られます。
 障害保険の申請には以下の2点を証
明しないといけません。
１．ケガや病気によって仕事ができないこと

２．今までの教育やトレーニング、そして経
験を活かせる職業が他にないこと
死亡手当
死亡時には保険加入者の配偶者や子
供、または他に加入者が指定した人に
一括で補償金が支払われます。
　死亡手当や障害手当は給料の額に
関係なく、通常一括での補償金の支払
いとなります。また、通常この補償金には
税金がかかりません。
　手当の支払い額は、加入者に送付さ
れるBenefit Statementや保険証書の
スケジュールで確認することが出来ます。
但し、これらの書類は複雑で分かりにく
いことが多く、申請後すべての審査が終
わるまで通常３ヶ月以上の期間を要しま
す。また、手続きに関して保険会社やス
ーパーアニュエーションファンドが助けに
なってくれるかというと、必ずしもそうでは
ないというのが現状のようです。手続き
にかかる期間や複雑性を加味した上で、
家計が圧迫される前に然るべき対応が
とれるよう、受給資格があると思われる
方はできるだけ早く手当の申請を行うべ
きだといえます。

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

旅券（パスポート）について

　２０２０年に旅券のデザインが一新され
るのをご存じでしょうか。新旅券のデザイ
ンは日本を代表する浮世絵の一つであり、
世界的にも広く知られている葛飾北斎の
冨嶽三十六景の２４作品（５年旅券は１６
作品）を用いたものになります。
　旅券のデザイン選定にあたっては、正
月やひな祭りなど日本人が持っている原
風景にも似た日本の情景、空を飛ぶ旅を
連想させる鶴や桜などの日本の季節を代
表する四季の植物を用いた様々な候補
がある中、選定準備会合等を経て世界
遺産でもある富士山をモチーフとした日
本を代表する浮世絵の一つが新旅券の
デザインにふさわしいとし、決定されました。
お気づきの方もいると思いますが、旅券
のデザインは定期的に変更されており、そ
れらは、単なるデザイン変更を目的として
行うだけではなく、旅券に新たな偽変造
対策を組み込むといった側面も持ち合わ
せています。今回のように全ページに異
なったデザインを採用するのは初めての
試みとなり、ページごとに異なるデザイン
を採用することで、旅券の魅力が高まると
同時に、偽変造防止にも役立つことが期

待されます。
　現在外務省では、新旅券発給のため
の準備をすすめており、発給開始は２０２
０年３月頃となります。なお、新デザインの
旅券が発給開始された後も旅券の切替
（記載事項変更等除く）時期等の条件は
変わらず、お手続きは残存期間が１年未
満となるタイミングで行っていただくことに
なります。
　旅券は外国において御自身の氏名・
年齢・国籍などを日本国政府が証明する
国際的身分証明書です。万が一、旅券
の盗難・紛失をした場合には、直ちに警
察に届出た後、ポリスレポート等を持って
最寄りの在外公館で紛失・盗難の手続
きを行い、新たな旅券等の発給申請手続
き行ってください。
詳しくは、下記の外務省サイトに掲載して
いますのでご覧下さい。
・http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/
passport/pass_4.html
（こんな時､パスポートQ＆A）
・https://www.mofa.go.jp/mofaj/ca/
pss/page23_002803.html
（次期旅券）

ケアンズ近郊で撮影をお考えなら、
トータルサポート可能な

詳しくは http://www.livingincairns.com.au
もしくは info@livingincairns.com.au まで

リビング・イン・ケアンズまでご相談ください
オーストラリア、ケアンズで取材・撮影したい

通訳や車両手配など現地コーディネートが必要

現地の日系製作会社にカメラ&編集を委託したい

TVの企画でケアンズの秘境や面白い人が知りたい！

オーストラリア、ケアンズの写真やムービーが欲しい

オーストラリア全土のメディアを探してほしい！

オーストラリアでイベントやステージを実施したい！

ケアンズの映像撮影・
取材写真コーディネート



カラダ、健康にね！ 「キレイ」のつぼみHealth Beauty

腺熱 Glandular feverVol.5

美容と健康の
みみより
column Vol.38

キムラ アキコ

ストレスとの向き合い方

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

　みなさんには、ストレス解消法は
ありますか？（暴飲暴食やゲームで
はありませんよ；笑）愚痴の話せる
友人、家族。ストレス発散できる場
所等。
　一口にストレスとは言っても、事
情にもよりけりですし、物の感じ方・
捉え方等精神面や性格、育ってき
た環境によって、心身に及ぼす影響
も相異なります。だからといって
“個々にあった教科書”があるわけで
もありません。
　結構いらっしゃいます。“あれこれ考
えを巡らせてしまう状態が長引きだす
と、体中痒くなるんです”“シミが増えた
ような？”“便秘になるんです”“最近眠
れなくて”という方が。
　そんな方が健康食品に固執しす
ぎたり、無暗にたくさんのサプリや
ハーブを摂取しても、本末転倒。プ
レッシャーに対する自分の反応や
感情を認識するということは、自己

（アイデンティティ）
を自覚することでも

あり、ストレスと上手に向き合う大
切な一歩だと思うのです。我慢せ
ず無理せず、たまには、百歩くらい
譲って自分の直観や本能を優先し
てみてください。
　ちなみに、“ストレスは心身の強
化と成長というプラスの効果ももた
らす“と提唱する学者もいますがな
んだか理解できますよね。人生すべ
てが気づきですから。もちろん、不
安や不眠が長引く場合は、必ず専
門/医療機関（日本であれば心療
内科）などにでむき、相談にのって
もらいましょう。
ストレス解消法の例
・睡眠の質を高めること
・アロマオイルの香り
・アプリを使う（calm,headspace, 
breathe2relax）
・深呼吸　・音楽療法
・フラワーエッセンスやエネルギーレメディー
・マッサージ療法
・ハーブや漢方療法
・瞑想　・運動や散歩

『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）

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.22: H3

MAP P.21 :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
▶MAP P.21: 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.20: 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

定休日のお知らせ
火曜日・日曜日・祝日

　腺熱とは急性のウィルス性単核細
胞増加症を言い表す一般的な呼び
名です。
　過去には‘キス病’として知られていま
した。この症状を引き起こすウィルスは
エプスティンバーウィルスとして知られて
います。腺熱は主に若者に起こり、慢性
的な症状は「慢性疲労症候群」の原因
の一つであると言われています。
腺熱の症状:発熱と滲出液を伴う扁桃
腺と咽頭周辺の喉の痛みが典型的な
腺熱の症状です。他の症状としては
●リンパ腺の腫れ（リンパ節腫張）
●脾臓の腫れ（脾腫）発症率約50％ 
●黄疸（肌と眼が黄色に変色）発症率約4％。
　これらの症状は、感染後通常4～6
週間の間に発症します。幼児は症状が
軽症または、ない場合もあります。
腺熱の原因:腺熱は人との密接な接
触、唾液を通じて広がります。ウィルス
に感染した人の約50％が発症しま
す。高校生、大学生の年齢層に最も
一般的ですが、おもちゃに付着した唾
液、コップを共有する事や世話をする
人の手などを通して幼児に感染する
こともあります。

　咽頭（のど）からのウィルスの排出は、
感染後数ヶ月以上続く事があります。健
康な大人が長期間にわたって感染源と
なることもあります。
　保育園などから子供を除外するの
は、以下の理由でお勧めできません。
●ほとんどの場合症状が出ない
●ウィルスの排出は数ヶ月以上も続くの
で現実的ではない
腺熱の診断方法:腺熱の疑いがある場
合、血液検査によって確認します。
腺熱の治療方法:腺熱には特に治療
方法がありません。人から隔離する必要
もありません。一度感染すると、更なる
感染への抵抗力が強くなります。しかし
ながら免疫力が下がるとウィルスが再
度活発になる事があります。予防接種
はありません。
腺熱の蔓延を防ぐためには:
●清潔に保つ、手洗いを欠かさない 
●飲み物を人とシェアしない 
●鼻水や痰などで汚れたもの（例えばハ
ンカチなど）を消毒する
ヘルプが必要な場合
は、医師に相談しま
しょう。
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ネネちゃん。いつも癒やしを、
そして 柴田家に産まれてきてくれて ありがとう！

My name is... Nene Shibata

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 ： 2019年3月24日
★ 特 技 ： 人の上に乗りたがり？
★ 家 族 ： Andy,yuka,kiki,lara（猫2匹）

My name is...Oreo

★ 柴田 寧音ちゃん
★ 2019年6月29日生まれ
♥ 両親 ： 柴田 雅文、梢

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

MAP : P.21 C2
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ケアンズのオプショナルツアー予約サイト
〈各種人気ツアーを取り扱っております！取扱いツアーは右記のQRコードからご覧ください！〉

LINEからのご予約なら
当日の予約でもOK!

予約を希望する
ツアーの詳細を送信

日本語スタッフから
返信が来ます

ツアーに参加！
バウチャーなしでOK！

LINE予約の手順

『あっ!ケアンズツアー』にお問合せを
頂きありがとうございます。

既読
15:26

追 加

※ツアーに空席がある場合に限ります

グレートバリアリーフの
一番人気ツアー「グリーン島」

世界遺産の熱帯雨林を訪れる
定番コース「キュランダ観光」

幻想的な庭園と城が美しい
「ライトアップ★パロネラパークツアー」

ケアンズのサンセットと夜景が
両方楽しめる「ディナークルーズ」

QRコードで検索して
友だち追加

@a-cairnsで検索

クレジットカードで
ツアー代金を清算

VISAとMASTERカードが
ご利用頂けます

LINEで簡単予約！

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
）
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 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.21 C2

こんなことにも適応される海外保険
不眠症、寝汗、だるい、疲労感、脈が速い、胸痛

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


