
MICE inオーストラリア

2021年11月30日 オーストラリア政府観光局



（サマータイム 10月~３月）

－1時間
＋1時間

＋0.5時間

＋0.5時間
（＋1.5時間）

＋1時間
（＋2時間）

パース

シドニー

ダーウィン

アデレード

ホバート

ブリスベン

ゴールドコースト

ケアンズ

メルボルン

キャンベラ

ニュー・サウス・ウェールズ州



Find out more

Return

C A P A C I T Y

M E E T I N G  R O O M S
Total meeting rooms:
Largest room sqm:

Sydney Opera House

• Up to 230pax (banquet 
setup)

• 4
• n/

a

https://www.besydney.com.au/supplier-search/results/sydney-opera-house/


Find out more

Return

C A P A C I T Y

M E E T I N G  R O O M S
Total meeting rooms:
Largest room sqm:

Australian National 
Maritime Museum

• Up to 350pax (banquet 
setup)

• 13
• 40

0

https://www.besydney.com.au/supplier-search/results/australian-national-maritime-museum/


BESydney Contact

lbajracharya@besydney.com.au besydney.com.au

mailto:lbajracharya@besydney.com.au
http://www.besydney.com.au/
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メルボルンの特徴

多様な生活スタイル
メルボルンは、200を超える国から移民を
受け入れ、約180種類の言語が話されてい
ます。2011年から2017年まで7年連続
「世界中で最も住みやすい都市」の一位
に選ばれました。

交通の便利さ
市の中心部では路面電車を無料でご利用
することができます。

イベント都市
メルボルンは全豪オープンテニスやF1など、
世界中で最もエキサイティングなイベント
を多く開催する都市の1つです。

高度な安全とセキュリティ
世界で最も安全で友好的な街の１つです。
コロナ対策にも万全を期しています。

直行便でアクセスが良い
東京からメルボルンへ直行便あり、そし
てメルボルン空港から市の中心部までは
約30分間の距離です。

無料WIFI
メルボルン市の中心部には、オースト
ラリアで最大規模かつ最速の無料WiFi
サービスがあります。

ニーズに合わせた宿泊施設
市の中心部に34,000を超えるホテルの部屋に加
えて、今後数年以内には12,000の部屋数を増や
す予定があります。

人気観光スポット
ヤラバレーやフィリップ島など、MICE
マーケットに合うメルボルン近郊の主な
人気観光スポットは、市の中心部から約
1.5時間以内で訪れることができます。



THE LUME 
Melbourne 

• 2021年9月オープン

• メルボルン・コンベンション＆エキシビションセンター(MCEC)内にオープンしたデジタル
アートギャラリー

• イベントに合わせたデジタルプロジェクションなど、最新技術を駆使

• 多感覚に対応したイベント体験を提供
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ノーザンテリトリー ダーウィン

ミンディルビーチ・サンセットマーケット（4月～10月の木曜＆日曜）開催
ビーチサイドで企業およびプライベートのユニークべニューとして、
ノーザンテリトリーらいしいイベント体験を提供します。

• VIPサンセットラウンジ
• コーポレート貸し切りパーティ
• サンセットドリンクパーティー

©Mindil beach sunset market
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ケアンズ クリスタルブルックコレクション 5つ星

ライリー

2018年11月オープン

ベイリー

2019年8月オープン

フリン

2020年8月オープン



ゴールドコースト
Theme Parks 部分貸し切り可能

豆知識

•シーワールドの開発者は日本企業の奈良建設でした。

•M Wでキャラクター付き朝食オプションも可能。

•D Wは鹿児島市平川動物園のホワイトタイガーをコアラと
交換しています。

日 本 に 比 べ て 乗 り 物 の 待 ち 時 間 が 短 い

ドリームワールド

•遊園地と動物園の複合施設

•絶叫系の乗り物も

ムービーワールド ワーナーブラザーズ

•人気キャラクター達

•映画の街並み等映画好きにはたまらないコンテンツ

•絶叫マシーンも楽しめる

パラダイスカントリー

•オーストラリアスタイルの牧場を体験できるテーマパーク

シーワールド

•海をテーマとした乗り物やキャラクターアトラクション

•イルカやアシカのショー

•ペンギン・シロクマなどの動物たちにも会える



Movie World
ムービーワールド

お出迎え パーティー 演出



Gold Coast Hotel
ゴールドコースト宿泊

日本のお客様がよく泊ま
れる主な５星のホテル Sheraton Grand 

Mirage Resort

293室

Palazzo Versace

200室

Hilton 

Surfers Paradise

419室

Surfers Paradise

Marriott Resort & Spa

216室

５星のリゾートホテルやカジノホテル・コンベンションセン
ターまで。



2022年 Dorsett  316部屋
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Samphire Rottnest
サンファイア・ロットネスト

2020年11月にロットネスト島フェリー乗り場から近いトムソンベイに新しくオープンしたラグジュア
リーなブティックホテル。
全80室の客室は全てバルコニーを有し、施設内には6つのファンクション・スペースにレストラン、
ビーチクラブ、ラグーン風プールを備えています。一歩外に出れば砂浜と言う絶好のロケーションで、
ロットネスト島の自然を存分に味わうことができます。ホテル内では144名まで、併設する管理局施設
を使用することで最大300名までのイベントが運営可能です。

DoubleTree by Hilton Perth Waterfront
ダブルツリー・バイ・ヒルトン・パース・ウォーターフロント

パース・ロットネスト島のラグジャリー宿泊施設
New Accommodations 

2020年12月にエリザベス・キー(Barrack St Jetty)にオープンしたラグジャリーホテル。
18階建て229室を有し、スワンリバーの絶景を望む屋外インフィニティプールや 最大190名までの運
営が可能な5つのイベントや会議用のファンクション・スペースを完備。
最上階のルーフトップバー「18 Knots（18ノッツ）」はパノラマの景色を眺め、メイン・レストラン
「Reel Kitchen（リール・キッチン）」では地元の食材を使った料理を楽しめます。



HALO – The Ozone Perth
オプタス スタジアム・ヘイロー・
ルーフトップ・クライム

優れた商業施設に授与されるベルサイユ賞を、
世界で最も美しいスポーツ施設として受賞し
たパースが誇る収容人数6万人のオプタス・
スタジアムのルーフトップツアーが新登場！
2021年1月よりスタジアムのルーフトップ
“HALO(ヘイロー)”に登るツアーが始まり
ました。
78段の階段を登ったルーフトップからは
パースの景色を楽しんだり、ハーネスを着用
し縁から身を乗り出してユニークな記念撮影
ができます。特別表彰式にも使用可能です。
車いす用の専用エレベーターも完備しており、
また、ルーフトップで試合を観戦できるプラ
ンもあります。

Matagarup Zip+Climb
マタガラップ・ブリッジ ジップ＋
クライム

2018年に完成したスワンリバーに架かる全
長370mのマタガラップ・ブリッジはパース
市内とオプタス・スタジアムをつなぐ歩道橋。
2021年1月から、高さ約72mのアーチ部分の
頂上のスカイビューデッキで360度の絶景を
楽しむ、ブリッジクライム・ツアーが始まり
ました。
チームビルディング・プログラムもあり職場
旅行やインセンティブ・ツアーにお勧め！
さらにスワンリバー上空をジップラインで滑
降するアトラクションも計画中で、400mの
距離を最高速度75kmで滑走するスリリング
な空中散歩を体験できます。

パースのラグジャリーアトラクション施設
New Attractions 



Business Events PERHT
3D 会場ツアー

https://www.businesseventsperth.com/venues/3d-venue-tours/

ファクトシート



オーストラリア政府観光局ビッドファンド

＜申請基準＞

◼入札段階でオーストラリアが他国と競合している

◼国際協会のイベントや展示会へ400名以上が日本から渡豪

◼インセンティブツアーで700人以上が日本から渡豪、または
300万豪ドル（約2億4,500万円）以上の経済効果をもたらす

◼2022年6月末までに決定し、2026年12月末までに実施



https://resources.australia.com/



オーストラリアのサプライヤーと

”いつでも繋がれる“プラットフォーム

登録対象：オーストラリアをご販売いただける

旅行会社様

提供内容：サプライヤーリスト

連絡先情報

最新プロダクト情報

ブランドアセット等

ご登録・プログラム詳細はこちらから

※右上のQRコードからもアクセスできます。

https://aus365.australia.com/event/australia-365-

on-demand



オーストラリアを万遍なく学べる
「オーストラリアの基礎」

カリキュラムを受講完了で認定！

スペシャリスト認定 特典 認定後の活用法

認定証、認定バッジのアクセス

豪華プレゼントと交換できる
リワード・プログラム

スペシャリスト限定の
現地ファム、国内イベントご招待

毎月発行のニュースレター

新規プロダクトやイベントなど
の最新情報

毎月開催されるテーマ別
オンライン

・オフラインセミナー

バーチャル・ホテル・インスペクション

ニュー・サウス・ウェールズ州のホテルから
30分間でライブ配信いたします。
次は11月4日（木）11時から！

New ASP 
website

Website URL : https://training.aussiespecialist.com/Saba/Web_wdk/A501PRD0107/index/prelogin.rdf?locale=ja_JP

2021年9月ウェブサイト・リニューアル！



問合せ先

オーストラリア政府観光局

木下百合 ykinoshita@tourism.australia.com

梅田七海（オージースペシャリスト） numeda@tourism.australia.com

クイーンズランド州政府観光局 ニューサウスウェールズ州政府観光局

柴田正三 Shozo.Shibata@queensland.com 成田仁子 jinko.narita@dnsw.com.au

ビクトリア州政府観光局 ノーザンテリトリー政府観光局

高森健司 kenji.takamori@visitvictoria.com.au 田中恵美 MTanaka@aviareps.com

西オーストラリア州政府観光局

吉澤英樹 hideki.yoshizawa@westernaustralia.com

mailto:ntateishi@tourism.australia.com
mailto:numeda@tourism.australia.com
mailto:Shozo.Shibata@queensland.com
mailto:jinko.narita@dnsw.com.au
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