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　ATEは南半球最大のトラベルトレード
ショーで、30年以上の歴史を誇る。シド
ニーでの開催は２年ぶり。これまでATE
は、日本を含むアジア地域のバイヤーを
対象とした「東半球」と欧米を対象とし
た「西半球」に分かれて実施してきたが、
今回は2000年以来初めて統一してバイ
ヤーを受け入れた。来年は５月にクイー
ンズランド州のケアンズで初めて開催す
る予定だ。

　オーストラリア政観マカボイ本局局長
は、今後の日本市場への取り組みについ
て、日本にオフィスのある州政府観光局
の役割を重視。セミナーやミッションな
ど、各観光局の業界向けアプローチへの
サポートを行うと共に、「消費者の渡航意
欲を喚起させる」ための消費者向けマー
ケティング活動に力を入れる姿勢を見
せた。また日本・韓国地区局長にアンド
リュー・ライリー氏を採用、さらに今後日
本地区担当マネージャーを新たに設け、
同マネージャーが「旅行会社を含む業界
パートナーシップを担当する」予定だ。
　オーストラリア政観は「Distribution 

ATE2013、シドニーで開催、日本から50名参加
オーストラリアのトラベルトレードショー 「ATE（Australian Tourism Exchange）」

（主催：オーストラリア政府観光局、ホスト州：ニュー・サウス・ウェールズ州政府観光
局、オフィシャルスポンサー：カンタス航空）がニュー・サウス・ウェールズ州シドニーで
開催された。4月27日から30日までの期間中、オーストラリアのサプライヤー470社
／団体から約1500名、世界39カ国から旅行会社バイヤー725名が集まった。日本
からは50名の旅行会社スタッフが参加、オーストラリア政府観光局アンドリュー・マ
カボイ本局局長は「日本は引き続きオーストラリアにとって力強い市場だ」とアピー
ル、日本市場の重要性を強調した。【協力＝オーストラリア政府観光局／ニュー・サウ
ス・ウェールズ州政府観光局／カンタス航空、取材／文章／写真＝宮原夏樹】

　ビクトリア州へ訪れた日本人訪問者数
は、2012年に3万8400人を記録、前年比で
5.7％増を記録した。ビクトリア州政府観光
局日本・韓国担当ビジネス・デベロップメン
ト・マネージャーの高森健司氏と、アダム・
パイク日本・韓国地区局長は、「中でも休暇目
的の訪問者が前年比で22.9％と、ターゲット
としているセグメントの需要回復が著しい」
と語る。
　観光局では、テニスの全豪オープンやメル
ボルンマラソン、F1グランプリなど、引き続き
イベントを軸とした需要促進に力を入れる。

　タスマニア州政府観光局のアダム・パイク日本・韓国地
区局長は、日本マーケットについて「キャンペーン効果で
旅行各社のパッケージツアーの集客は過去最高を記録する
など、好調な状況」と語る。今後は「豪ドル高の中、価格
に左右されないアップマーケットを引き続きターゲットと
したい」意向。今年はタスマニアの世界遺産登録30周年に
あたることから観光局ではロゴを作成。旅行会社の下期の
ツアーパンフレットよりロゴが載る予定だ。

　南オーストラリア州政府観光局のマイケル・シーリガー
氏は、日本市場について「今年度上期と下期でカンガルー島
のツアーが設定されており、パッケージツアーで徐々に動
きが現れている」と述べ、今後に大きな期待を見せる。観
光局では新しいCEOと国際マーケット担当ディレクター
が就任、ブランドイメージを刷新し、シーリガー氏は「観
光局が新体制となり、再度、日本での活動が開始できるよ
う努めていきたい」と意欲を見せた。

　ケアンズを管轄するトロピカル・ノース・
クイーンズランド観光局は、2015年までに
日本人訪問者数を20万人以上に増やす目標
を掲げる。同観光局日本＆エマージングマー
ケット担当ディレクターの新堀治彦氏は「ま
ずはジェットスター航空の関空↔ケアンズ線
のデイリー化を目指したい」と語る。
　同路線は現在週４便の運航だが、昨年の夏

（7月27日〜9月2日）の期間限定でデイリー
化。今年も7月13日から9月1日までデイリー
化を予定しており、今後は通年のデイリー化
が目標となる。

　ゴールドコースト観光局は、４月より
ゆるキャラ「コアラのビリー」を起用した
キャンペーンを開始した。ゴールドコー
スト観光局マーケティングマネージャー

（日本地区）の小林芳美氏は、「コアラ
を抱っこできるのはクイーンズランド州
だけ。中でもゴールドコーストは環境が
整っている」とアピールする。
　キャンペーンでは、ゴールドコース
ト空港でビリー君の着ぐるみが出迎え
るほか、コアラを抱っこできる動物園
を中心にビリー君のスタンドを設置。
Facebookにビリー君との画像をアップ
した人を対象に、９月までのキャンペー
ン期間中、iPadやゴールドコースト旅行

　クイーンズランド州政府観光局日本代表の
西澤利明氏は、今後の課題として「航空座
席供給のアップと新たな魅力付けの２つが必
要」とのスタンスを見せる。特に同州のゲー
トウェイとなるゴールドコーストとケアンズ
で現地観光局と共同プロモーションを展開、
ゴールドコーストはゆるキャラ「コアラのビ
リー」を使い、コアラを前面に打ち出したプ
ロモーション、またケアンズはオーストラリ
アのオフシーズンとなる４-６月を「ベスト
シーズン」と謳った展開で日本マーケットの
需要喚起を図る。

　ニュー・サウス・ウェールズ（NSW）
州政府観光局サンドラ・チップチェイス
CEOは、「日本はNSW州にとって最大
のトレードパートナー。日本市場へより
我々のリソースを投入したい」と答え、
日本市場向け予算を40〜50％程度増強
する考えだ。また２年ほど不在な状態に
ある日本局長について「現在選考を進め
ている」と述べ、新たに採用する意向を
見せた。
　またNSW州政観は、州都シドニーを
ベースとするカンタス航空との共同プロ
モーションに合意したばかり。向こう３
年間で両社1500万豪ドル（約15億円）ず
つ拠出、総額3000万豪ドル（約30億円）
を同州のプロモーションに充てる。ソー

2020」と題した業界パートナーシップ
方針を新たに策定、昨年半ばより日本を
含む全世界マーケットにおけるパート
ナーシップ態勢の再構築を進めている。
マカボイ局長は「業界と協力しながら、消
費者のモチベーションを上げる取り組み
に観光局のリソースを集中させたい」と
説明。業界へのアプローチについては、

「州政府や地域の観光局が行う部分との
重複を避けたい。各観光局は、現地の観
光素材に最も近い存在。セミナーやミッ
ションなど、業界向けの活動は各観光局
が主体となり、政府観光局としてこうし
た活動をサポートしていく役割に徹した
い」と答えた。なお、南オーストラリア
州など、日本に窓口のない観光局につい
ては、政府観光局が日本の業界との「橋
渡し役」として活動していく意向だ。

シャルメディアを活用したプロモーショ
ンを展開する予定があり、業界向けに対
しても「最新の画像や動画の提供を行っ
ていく」考えだ。

をプレゼントする。6月13日にはビリー
君が登場するデジタル絵本をリリースす
る予定だ。

関空扌ケアンズ線の
デイリー化が優先課題

トロピカル・ノース・クイーンズランド観光局

ゆるキャラ「コアラのビリー」で
ファミリーに訴求

ゴールドコースト観光局

ゴールドコーストはコアラ、ケアンズはベストシーズンを提案
「新たな魅力付けが必要」

クイーンズランド州政府観光局

日本市場の予算増、日本局長採用へ、
カンタス航空と共同プロモーション

ニュー・サウス・ウェールズ州政府観光局

パッケージに明るい兆し、
新体制に期待

南オーストラリア州政府観光局

パッケージで過去最高も、
アップマーケットをターゲットに

タスマニア州政府観光局

休暇目的の訪問が3割以上の増加に、
イベント軸に需要促進

ビクトリア州政府観光局

州政観の役割重視、
消費者の需要喚起に力点

オーストラリア政府観光局

楽しいアトラクションもいっぱい

オーストラリア政府観光局
アンドリュー・ライリー日本・韓国地区局長（左）、
アンドリュー・マカボイ本局局長（右）

チップチェイス氏

西澤氏

小林氏

新堀氏

シーリガー氏

パイク氏

高森氏（左）、パイク氏（右）
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ATEに日本から50名にご参加いただき、
期間中には50,000回以上の商談が行われました。

ATE2013、シドニーで開催、日本から50名参加

　カンタス航空国際営業本部長のスティーブン・トン
プソン氏は、「羽田は多くの航空会社にとって魅力的な
デスティネーションだ」と述べ、羽田乗り入れへの関
心を示した。
　日本とオーストラリア政府は、一昨年の航空当局間
協議で、深夜早朝時間帯における羽田空港への乗り入
れを可能とする枠組みの構築で合意済み。羽田線につ
いて、トンプソン氏は「興味が高い」と説明。既存の
成田扌シドニー線については、「航空当局の意向も踏ま
え、成田線を維持した上での羽田への乗り入れとなる
だろう」と語り、羽田線を仮に就航した場合でも成田
線を引き続き運航する姿勢を見せた。

ビジネスクラスに新サービス
シドニー空港の国内線を第3ターミナルに集約
　成田扌シドニー間をデイリー運航するカンタス航
空。「プレミアム・エアライン」として、質の高いサー
ビスを提供する。今年の１月末には、ビジネスクラス
でマットレスと羽毛布団の提供をスタート。客室乗務
員がセットアップし、機内でより心地良い快適な睡眠
をとることができる。また到着までの時間を有効に活
用できるカフェスタイルの朝食も好評だ。
　さらに国際線ターミナルと第3ターミナルを結ぶ連
絡バスの発着場所が第3ターミナルの15番ゲート近く
へ移動、さらに乗り継ぎしやすくなった。また、シド
ニー国際空港を発着とする同社の国内線は、今後すべ
て第3ターミナル発着となる予定で、ますます分かり
やすくなる。

　ウルル（エアーズロック）のあるノーザ
ンテリトリー。日本人訪問者数のうち、
約92％が訪れる。一般的だったケアンズ
からの航空便アクセスに加え、「シドニー
経由の販路を開拓する旅行会社が増えて
おり、実際にパッケージも増加傾向にあ
る」（中村滋 観光局日本事務所ディレク
ター トラベルトレードマーケティング）
状況。今後はさらなるアクセス開拓が必
要となる。また同観光局では、ウルルだけ
でなく日本からの航空便も飛ぶダーウィ
ンをベースとしたトップエンド地区の観
光需要開拓にも力を入れる意向だ。

　西オーストラリア州への日本人訪問者
数は、昨年とほぼ同レベルに推移し、
2011年５月の直行便運休の影響を乗り
越えた。今後は州政府やパース国際空港
と連携を取りながら３カ年計画で直行便
の再開を目指す方針。同州政府観光局の
吉澤英樹日本局長は「好調な資源ビジネ
スを背景に、大手邦銀2行のパース出張
所開設など、日系企業の新規投資案件も
多数あり、今後はビジネス需要も期待で
きる」と語る。まずはコードシェア便や
ピーク時のチャーター便で実績を積み、

「直行便を飛ばせる潜在性がある点をア
ピールしていきたい」と考えだ。

羽田乗り入れ検討、成田扌シドニー線は維持

2012年の日本人客経済貢献度が
前年比45％増に

西オーストラリア州政府観光局

ウルルへのアクセス開拓が重要、
トップエンドも

ノーザンテリトリー政府観光局

カンタス航空

吉澤氏

中村氏

同社主催のランチでお披露目された
来年導入予定の新ユニフォーム

トンプソン氏

ビジネスクラスで
マットレスと羽毛布団を提供
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　シドニーからブルー・マウンデンズへ向かう途
中に立ち寄ることができる。コアラと一緒に記念
撮影できたり、カンガルーに餌付けしたり、オー
ストラリアの野生動物たちとの触れ合いを気軽
に体験できる。入場券がスタンプラリーの用紙に
なっており、スタンプを集めながらワラビー、タ
スマニアンデビル、カモノハシ、エミューたちが
いるエリアを巡る。動物たちとの距離が比較的近
く、餌を頬張るカンガルーの愛くるしい姿が印象
的だった。

　オーストラリアを代表する世界自然遺産のひ
とつ。太古に形成された砂岩の断層を覆うユーカ
リの森。そのユーカリが発する油分が日光に反
射し、青色に霞む姿を形容したのがその名の由
来だ。標高約1000メートルでシドニーより涼し
く、秋は紅葉が美しい。トレッキングコースが張
り巡らされており、その距離はなんと地球半周に
もおよぶという。シドニーから車で約1時間半。
現在、高速道路の拡幅工事が進行中で、実現すれ
ばよりアクセスしやすくなるだろう。

　ブルー・マウンテンズの絶景ポイントとして、
観光客なら誰でも訪れるエコー・ポイントに程近
い「ワールド・ヘリテージ・プラザ」に一昨年
オープン。このエリアで生活していた先住民アボ
リジニのショーを鑑賞できる。カンガルーやエ
ミューの動きを真似たダンスなど、ユニークで興
味深い。コミカルな動きの中にもアボリジニの自
然に対する造詣が感じられる。一緒にダンスに参
加するのも楽しい。

絶景ポイントでアボリジニの文化に触れる
ワラダー・アボリジナル・センター

トレッキングもおすすめ
ブルー・マウンテンズ国立公園

途中で立ち寄れる野生動物公園
フェザーデール・ワイルドライフ・パーク

　日本人にもファンの多いブティックタイプの
高級リゾート。ヨーロッパの邸宅に招かれたよう
な雰囲気を味わえる。宿泊だけでなく、ロビーラ
ウンジでのハイティーや地元で高い評価を受け
るレストラン「ダーリーズ」でのディナー、隣接
する姉妹リゾート「エコーズ・ブティックホテル
＆レストラン」でのブルー・マウンテンズの雄大
な風景を眺めながらのランチもおすすめだ。

絶景を眺めながら優雅な雰囲気を体験
リリアンフェルズ・ブルー・マウンテンズ・リゾート＆スパ

　ブルー・マウンテンズの名勝「スリー・シス
ターズ」を間近にできる。ユーカリが生い茂る森
の中を散策するルートが整備されており、教育旅
行で訪れるケースも多い。今年3月に世界一の急
勾配（最大傾斜52度）を一気に下るトロッコ列車

「シーニック・レールウェイ」がリニューアル、
最新の列車に生まれ変わった。レバーでイスの背
もたれを最大に倒せば、なんと最大傾斜は10度
増しの62度に。よりスリル感を味わえる。

世界一の急勾配トロッコ列車がよりスリルにリニューアル
シーニック・ワールド

　アボリジニの言葉で「溶岩」の意。こぢんまりと
した町で、お洒落なショップやカフェが建ち並び、
絶景を見た後でちょっと休憩がてら立ち寄るのに最
適。「バイゴン・ビューティー」は、3000点ものア
ンティークのティーポッドが所狭しと並べられた可
愛らしい雰囲気の中で、本格的でおいしい英国式ハイ
ティーを頂くことができる。また「ジョソファンズ・
チョコレート」は、フェアトレードのカカオのみを使
用したチョコレートが地元で人気。シドニーにも店舗
を構え、店の奥で製造風景を見学することもできる。

ちょっと立ち寄って散策したい町
ルーラ

　新たにアコーホテルズのリゾートとしてリ
ニューアル。210室あるので、ツアーパッケージ
や団体での利用も可能だ。ブルー・マウンテンズ
の雄大な風景を臨む客室もある。本格的なシア
ターや屋外／屋内プール、宴会／会議施設など、
施設は充実。18ホールのゴルフ場もある。早朝
のまだ冷ややかな空気を感じながら、美しい紅葉
を身にまとった木々と、その鮮やかな赤を映し出
す池の水面を眺め、のんびりと庭園を散策するの
もいいだろう。

　観光の拠点となるカトゥーンバの町に昨年11
月オープンしたばかり。ブルー・マウンテンズの
歴史や自然の魅力を紹介するコーナー「ワール
ド・ヘリテージ・エキジビション」は、最新テク
ノロジーを駆使したインタラクティブな展示が
自慢。タッチパネルでブルー・マウンテンズに生
息する動物を選択、自由自在に動かしたり、拡大
／縮小ができる。お洒落なショップやカフェ、
アートギャラリーも併設、事前学習で訪れるのに
最適だ。

事前学習にも最適な最新スポット
ブルー・マウンテンズ・カルチャー・センター

パッケージ、団体利用も可能な本格リゾート
フェアモント・リゾート・ブルー・マウンテンズ

　カトゥーンバより車で約1時間半、さ
らに山間を突き進む。約3億4000万年
前にできた世界最古の鍾乳洞とも言わ
れ、360個のうち11の鍾乳洞をガイド
付きで見学できる。セルフガイドは日本
語にも対応。日本では見られない変形の

「ヘリクタイト」鍾乳石は必見だ。鍾乳洞
はLED照明で幻想的な空間に生まれ変
わる。ヘッドライトを付けた本格的な装
備で狭い鍾乳洞に挑むアドベンチャー
コースにも挑戦したい。
　また注目したいのが世界最古の生物
と言われるストロマトライト。現在生息
するのは、ここと西オーストラリア州の
シャークベイ、メキシコのクワトロシエ
ナガスだけ。約35億年前に初めて光合
成を行った生物で、生成された酸素が地
球上に広がり、やがて陸上でも生物が生

活できるようになったまさに「恵みの
母」。まるで苔のように岩にへばりつい
たその姿からは想像もできない。
　宿泊施設はドミトリーからホテルタ
イプの客室まで揃う。学術的にも興味深
い内容で、スーパー・サイエンス・ハイ
スクール（SSH）など、教育旅行目的で訪
れるには最適だ。

世界最古の鍾乳洞には世界最古の生物が
ジェノラン鍾乳洞

　シドニーから日帰りが一般的なブルー・マウンテンズ。すがすがしい朝の風景やス
リー・シスターズがライトアップで照らされる夜の光景は、滞在しないと見ることができ
ない。またトレッキングを楽しんだり、ジェノラン鍾乳洞まで足を伸ばすには、最低1泊
はしたい。滞在することで、時間にゆとりが生まれ、より旅に彩りを与えてくれる。

滞在で新たな「＋α」の提案も

宿泊することで体験できる新たな魅力

ブルー・マウンテンズ国立公園
　シドニーから気軽にアクセスできる世界自然遺産として人気のブルー・マウンテンズ国立公園。
青々としたユーカリの森が谷間に広がる風景は、まさにオーストラリアだけの雄大な大自然の魅
力を感じさせる。日帰りで訪れることの多いエリアだが、宿泊することで、より深い魅力に触れるこ
とができる。【協力＝オーストラリア政府観光局／ニュー・サウス・ウェールズ州政府観光局／カン
タス航空、取材／文章／写真＝宮原夏樹】

シドニーから気軽に行ける世界自然遺産

美しい紅葉も楽しめる

リニューアルしたばかりのトロッコ列車「シーニック・レールウェイ」

「バイゴン・ビューティー」で
優雅にハイティーを

美味しそうな
チョコレートが並ぶ

「ジョソファンズ・
チョコレート」

鍾乳石の上に生息する世界的に
も大変貴重なストロマトライト

絶景ポイント、エコー・ポイントからの眺め


