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報道関係各位

～ゆったり旅、ひとり参加など、多様なツアー12 種～

オーストラリア ケアンズで観賞する皆既日食ツアー発売
クラブツーリズム株式会社（東京都新宿区、代表取締役社長：岡本邦夫、以下クラブツーリズム）は、
11 月 14 日（水）に太平洋の島々やオーストラリアの北部で観測できる皆既日食を、最適な観測スポットの
一つであるケアンズから観賞する多様なツアー12 種を、5 月 10 日（木）に発売しました。

ダイアモンドリング（イメージ）

コロナ（イメージ）

【本ツアーのポイント】
ツアーのポイント】
●最適な
最適な観測スポットの
観測スポットの一
スポットの一つとして注目
として注目されるケアンズで
注目されるケアンズで、「
されるケアンズで、「コロナ
、「コロナ」、「
コロナ」、「ダイヤモンドリング
」、「ダイヤモンドリング」
ダイヤモンドリング」など、
など、皆既日食
を堪能
今回の皆既日食はほとんどが洋上になるため、陸上で観測できる場所は非常に限られており、その中で
もオーストラリアのケアンズ周辺は、陸上観測場所として世界中から注目を集めています。
皆既日食は太陽がすべて隠されるため、空が夜のように暗くなり、太陽の外気層である「コロナ」が輝い
て見えます。また、皆既日食の始まりと終わりに瞬間的に「ダイヤモンドリング」も見ることができます。
●「ひとり参加限定
ひとり参加限定」
参加限定」や、「体力
、「体力に
体力に自信のない
自信のない方
のない方でも安心
でも安心のゆったり
安心のゆったり旅
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ツアー」、「月刊星
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月刊星ナビ協賛
ナビ協賛ツアー
協賛ツアー」
ツアー」など、
など、クラブツーリズムならではの多様
クラブツーリズムならではの多様なツアーを
多様なツアーを用意
なツアーを用意
様々な方に旅をあきらめず、皆既日食を楽しんで頂けるよう、ひとり参加、ゆったり旅など、多様なツア
ーを用意しています。
また、日食の撮影に本気で取り組みたい方には日食撮影のプロカメラマンが同行する「ナショナル ジオ
グラフィック ツアー」、より日食を楽しみたい方には月刊「星ナビ」編集部スタッフによる観測セミナー付き
「星ナビ協賛ツアー」など、より旅が深まるツアーも複数あります。
クラブツーリズムは、今後も、様々な趣味にめぐり逢え、旅仲間との絆も深められる「テーマのある旅」を、
積極的に展開してまいります。
＜皆既日食＞
皆既日食＞
太陽と月と地球が一直線上に並び、月の見た目が太陽の見た目を完全に覆い隠すと起こる天文現象です。
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＜オーストラリア ケアンズで見
ケアンズで見る皆既日食観賞
皆既日食観賞ツアー
観賞ツアー概要
ツアー概要＞
概要＞
【おひとり参加限定
おひとり参加限定の
参加限定の旅】 日本航空チャーター
日本航空チャーター直行便
チャーター直行便
＜ヒルトンケアンズに１
ヒルトンケアンズに１名１室確約！＞
室確約！＞ オーストラリア世界遺産
オーストラリア世界遺産と
世界遺産と皆既日食 ５日間
（成田空港発着、
成田空港発着、コース番号
コース番号：
番号：03517）
03517）
●旅行日程： 2012 年 11 月 12 日（月）～ 11 月 16 日（金）

3泊5日

●旅行代金（大人1名）：569,000円
●ポイント：
・全員がおひとり参加の、おひとり様参加限定旅行。ホテルも1名1室を確約
・ツアー実施前の事前顔合わせ会、ツアー中の自己紹介タイム、ツアー後の交流会などで、仲間が広がる
・オーストラリアの大自然を体感できる２つの世界遺産、グレートバリアリーフ 、キュランダ観光も
【長い距離は
距離は歩きません！
きません！体力に
体力に自信のない
自信のない方
のない方でも安心
でも安心のゆったり
安心のゆったり旅
のゆったり旅】
日本航空チャーター
日本航空チャーター直行便利用
チャーター直行便利用 ２つの世界遺産
つの世界遺産も
世界遺産も楽しむ 皆既日食 ケアンズ３
ケアンズ３連泊滞在５
連泊滞在５日間
（成田空港発着、
成田空港発着、コース番号
コース番号：
番号：20441）
20441）
●旅行日程： 2012 年 11 月 12 日（月）～ 11 月 16 日（金）

3泊5日

●旅行代金（大人1名）：498,000円
●ポイント：
・日食スケジュールに合わせた日本航空チャーターを利用し、往復直行便で負担なく移動
・ケアンズ市内のヒルトン・ケアンズに３連泊。デラックスクラスのホテルで快適に滞在
ナショナル ジオグラフィック ツアー
ケアンズ皆既日食撮影
ケアンズ皆既日食撮影とエアーズロック・シドニー
皆既日食撮影とエアーズロック・シドニー9
とエアーズロック・シドニー9 日間
（成田空港発着、
成田空港発着、旅行番号：
旅行番号：18000）
18000）
●旅行日程： 2012 年 11 月 11 日（日）～ 11 月 19 日（月） 6 泊 9 日
●旅行代金（大人1名）：748,000円
●ポイント：
・日食撮影のプロ 天体写真家 沼澤茂美さんが全日程同行し、日食や星空・夜景撮影のアドバイス
・観測場所として最適な高原にある私有地「アマルー」で皆既日食を観測
・エアーズロック、シドニーも訪問
【皆既日食 2012】
2012】 オーストラリア ケアンズ皆既日食
ケアンズ皆既日食の
皆既日食の旅 ６日間
（成田空港発着、
成田空港発着、旅行番号：
旅行番号：18182）
18182）
●旅行日程： 2012 年 11 月 11 日（日）～ 11 月 16 日（金）

4泊6日

●旅行代金（大人1名）：498,000円
●ポイント：
・成田からケアンズまでジェットスター航空の往復直行便を利用し、負担なく移動
・ケアンズ市内のホテルにゆとりの 4 連泊
【テーマのある旅
テーマのある旅】★日本航空利用★
日本航空利用★往復チャーター
往復チャーター直行便
チャーター直行便で
直行便で行く 【皆既日食の
皆既日食の旅】 ケアンズ５
ケアンズ５日間
（成田空港発着、
成田空港発着、旅行番号：
旅行番号：96180）
96180）
●旅行日程： 2012 年 11 月 12 日（月）～ 11 月 16 日（金）

3泊5日

●旅行代金（大人1名）：478,000円
●ポイント：
・日食スケジュールに合わせた日本航空チャーターを利用し、往復直行便で負担なく移動
・ケアンズ市内のヒルトン・ケアンズに３連泊。デラックスクラスのホテルで快適に滞在
【テーマのある旅
テーマのある旅】★カンタス航空利用
カンタス航空利用★
航空利用★ 皆既日食の
皆既日食の旅 ケアンズ・シドニー
ケアンズ・シドニー６日間
（成田空港発着、
成田空港発着、旅行番号：
旅行番号：96181）
96181）
●旅行日程： 2012 年 11 月 11 日（日）～ 11 月 16 日（金）

3泊6日

●旅行代金（大人1名）：548,000円
●ポイント：
・日食観賞の後はシドニー観光も満喫
・ケアンズ市内のヒルトン・ケアンズに３連泊。デラックスクラスのホテルで快適に滞在

星ナビ協賛
ナビ協賛 オーストラリア ケアンズ皆既日食観賞
ケアンズ皆既日食観賞の
皆既日食観賞の旅
～日食前夜には月刊『星ナビ』編集部スタッフによる観測セミナーを開催！～
★日本航空往復チャーター
日本航空往復チャーター直行便
チャーター直行便で
直行便で行く★皆既日食観測 ケアンズ 5 日間
（A プラン：
プラン：観測地有り・スタンダートホテル
観測地有り・スタンダートホテル）
り・スタンダートホテル）（成田空港発着、
成田空港発着、コース番号
コース番号：
番号：96130）
96130）
●旅行日程： 2012 年 11 月 12 日（月）～11 月 16 日（金） 3 泊 5 日
●旅行代金（大人1名）：398,000円
●ポイント：
・日食スケジュールに合わせた日本航空チャーターを利用し、往復直行便で移動
・観測場所として最適な高原にある私有地「アマルー」で皆既日食を観測
・選べる観光プランで、ケアンズの魅力を満喫
★日本航空往復チャーター
日本航空往復チャーター直行便
チャーター直行便で
直行便で行く★ 皆既日食観測 ケアンズ 5 日間
（B プラン：
プラン：観測地有り・デラッ
観測地有り・デラックスクラホテル
り・デラックスクラホテル）
クスクラホテル）（成田空港発着、
成田空港発着、コース番号
コース番号：
番号：96131）
96131）
●旅行日程： 2012 年 11 月 12 日（月）～11 月 16 日（金） 3 泊 5 日
●旅行代金（大人1名）：498,000円
●ポイント：
・日食スケジュールに合わせた日本航空チャーターを利用し、往復直行便で移動
・観測場所として最適な高原にある私有地「アマルー」で皆既日食を観測
・デラックスクラスホテル「ヒルトン・ケアンズ」にゆったり３連泊
★日本航空往復チャーター
日本航空往復チャーター直行便
チャーター直行便で
直行便で行く★皆既日食観測 ケアンズ 5 日間
（C プラン：
プラン：自由観測・スタンダードクラス
自由観測・スタンダードクラスホテル
・スタンダードクラスホテル）
ホテル）（成田空港発着、
成田空港発着、コース番号
コース番号：
番号：96132）
96132）
●旅行日程： 2012 年 11 月 12 日（月）～ 11 月 16 日（金） 3 泊 5 日
●旅行代金（大人1名）：378,000円
●ポイント：
・日食スケジュールに合わせた日本航空チャーターを利用し、往復直行便で移動
・選べる観光プランでケアンズの魅力を満喫
・滞在に便利なアパートメントタイプホテル利用
★日本航空往復チャーター
日本航空往復チャーター直行便
チャーター直行便で
直行便で行く★皆既日食観測 ケアンズ 5 日間
（D プラン：
プラン：自由観測・デラックスクラスホテル
自由観測・デラックスクラスホテル）
・デラックスクラスホテル）（成田空港発着、
成田空港発着、コース番号
コース番号：
番号：96133）
96133）
●旅行日程： 2012 年 11 月 12 日（月）～ 11 月 16 日（金） 3 泊 5 日
●旅行代金（大人1名）：478,000円
●ポイント：
・日食スケジュールに合わせた日本航空チャーターを利用し、往復直行便で移動
・デラックスクラスホテル「ヒルトン・ケアンズ」にゆったり３連泊
・選べる観光プランで、オーストラリアの魅力を満喫
★カンタス航空
カンタス航空で
航空で行く★皆既日食観測 ケアンズ・シドニー7
ケアンズ・シドニー7 日間
（E プラン：
プラン：観測地有り・スタンダードクラスホテル
観測地有り・スタンダードクラスホテル）
り・スタンダードクラスホテル）（成田空港発着、
成田空港発着、コース番号
コース番号：
番号：96134）
96134）
●旅行日程： 2012 年 11 月 11 日（日）～ 11 月 17 日（土） 4 泊 7 日
●旅行代金（大人 1 名）：448,000 円
●ポイント：
・皆既日食観測後はシドニー観光も堪能
・観測場所として最適な高原にある私有地「アマルー」で皆既日食を観測
★カンタス航空
カンタス航空で
航空で行く★皆既日食観測 ケアンズ・シドニー7
ケアンズ・シドニー7 日間
（Ｆプラン
（Ｆプラン：
プラン：自由観測・スタンダードクラスホテル
自由観測・スタンダードクラスホテル）
・スタンダードクラスホテル）（成田空港発着、
成田空港発着、コース番号
コース番号：
番号：96135）
96135）
●旅行日程： 2012 年 11 月 11 日（日）～ 11 月 17 日（土） 4 泊 7 日
●旅行代金（大人1名）：428,000円
●ポイント：
・皆既日食観測後はシドニー観光も堪能

