
イルカ、ペンギン＆アシカ　クル－ズ　＆　アクティビティ－

ご予約＆お問い合わせ：penguinisland.com.au 電話番号 +618 6210-0921

車でﾊ゚ -ｽから南へ45分。
約5分の乗船でショ－ルウォ－タ－ベ
イを渡りペンギン島へ。

ご案内

ペンギン島

野生のイルカと一緒に泳ぐ 

ペンギン島クル－ズ



アザラシ島

ペンギン島

マッケンジ－洞窟

桟橋
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シュノ－ケリング
カラフルな岩礁や様 な々海洋生

物探検を 

売店にて高品質なｼｭﾉ-ｹﾘﾝｸ゙ セット

貸し出し有り15ドル～

Pengosカフェ
場所：本土売店隣 

営業時間：8時～16時半 

美味しいバ－ガ－、フィッシュ＆

チップス、コ－ヒ－など販売して

います

海水浴：
The shallow easternﾋ゙ -ﾁとThe 

secluded western ﾋ゙ ｰﾁは お子

様にも最適なﾋ゙ ｰﾁです。

ピクニックエリア
海洋公園の壮大な景色を眺めな

がらピクニックランチが楽しめる

芝生エリアになります。

サ－フィン
“Pengos”はベストサーフスポッ

トのひとつで浅瀬の岩礁より作り

出される波はﾎ ﾃ゙ ｨ゙-ﾎ -゙ﾄ゙ にも最

適のスポットです。

バ－ドウォッチング
50種以上の海鳥が観測出来き、

西オ－ストラリア最大のペリカン

の繁殖地です。

ディスカバリ－センタ－
ペンギン餌付け 

毎日10時半、12時半、14時半

壮観なショ－ルウォ－タ－海洋公園にて

イルカ、ペンギン＆アシカ　クル－ズ＆アクティビティ－をお楽しみ下さい。

ワクワク、刺激的なボ－トに乗って

野生のイルカやアシカ達を見に行きましょう。

アドベンチャ－ボ－トには他に負け

ないスピ－ド、快適さ、安全性、操

作機能性　が備ってています。

是非イルカ、ペンギン＆アシカ

　ｱﾄ゙ ﾍ゙ ﾝﾁｬ-ｸﾙ-ｽ゙ をご体験下さい。



往路出発： 毎時：9時、10時、11時、12時、13時。

14時＆15時（週末＆ホリデ－繁忙期のみ）

復路出発： 毎時：10時10分、11時10分、12時10分、13時10分、14時10

分、15時10分＆16時

たった5分の乗船で世界で最も小さなペンギン達に出会えます。 

ペンギンを見る為の所要時間は約1時間。お時間に余裕のある方は海

水浴、ｼｭﾉ-ｹﾙ、島内散策など手付かずの自然が残る島でこころゆくまで

お楽しみ下さい。

含まれる内容：
往復乗船券（回数無制限） 

ペンギン餌付けは下記別料金となります。

料金 大人 学生＋ 小人＊

往復乗船券＋餌付けショ－ $22 $19.50 $17.50

往復乗船券 $14 $14 $14

*小人3-12歳　/ ＋学生　有効な学生証提示要

料金 大人 学生＋ 小人＊

ペンギン＆アシカクル－ズ $36.50 $33.00 $27.50

*小人3-12歳　/　＋学生　有効な学生証提示要

ペンギン島フェリ－

乗船5分：

ペンギン＆アシカ　クル－ズ

クル－ズ所要時間45分:

ペンギン島出発： 10時15分、11時15分、＆13時15分（12時15分、14時15

分＆15時　繁忙期のみ） 

本島への復路： ご自由にご選択頂けます

グラスボ－トに乗って海洋公園内、野生動物保護区域へ。荘厳な自然

の岩礁や海鳥の巣をご覧頂きます。

ハイライトは大変珍しいオ－ストラリアアシカの生息するアシカ島、ペリ

カンの繁殖地帯へ。

含まれる内容：
往復乗船券（回数無制限）；ペンギン餌付けショ－；45分間　グラス

ボ－トクル－ズ。

シ－カヤック　ツア－

終日ツア－：

ツア－出発： Fremantle：7時半　OR　Shoalwater:8時15分 

ツア－帰着： 14時～16時頃

海洋公園内のアシカ達を真近でご覧頂いたりペリカンの巣等島の起伏部にも立ち寄り

海洋生物が観察出来ます。

インストラクタ-（有資格者）によりガイドウォ－ク＆シュノ－ケリングへもご案内。初心

者～上級者までご参加頂けます。

含まれる内容：
フリ－マントルより送迎、カヤック、パドル、ライフジャケット、ガイドウ

ォ－ク、シュノ－ケリング、ペンギン餌付けショ－、モ－ニングティ－＆ピ

クニックランチ。 料金

シ－カヤックツア－＊ $169　お一人様

*8歳未満のお子様はご参加になれません。
8-18歳のお子様は大人同伴でのご参加が必要となります。

要予約

撮影: Ian Beattie



Shoalwater Bayの浅瀬と通年吹き込む風はマリンスポ－ツを学ぶのに

最適です。全てのレッスンはIKO が認めますカイトスク－ルによって行わ

れ、初心者の方はもちろん、技術を向上させたい上級者の方までどなた

でもご参加頂けます。

インストラクタ－より、確実に指導を受けて頂く為、全てのレッスンは最

大2名様となります。（トライアルは除く）

含まれる内容：
カイトボ－ドに必要な全ての道具 

（ウエットス－ツが必要な場合はご用意可能）

カイトボ－ディングレッスン

催行期間： 11月～3月：12時開始 天気状況に寄る変更あり

カイトボ－ディングパッケ－ジ 料金

トライアル（60分）

カイトコントロ－ルの為の基礎を学びます。

$100

お一人様

初心者レッスン（2時間）

セットアップから水中走行に必要な技術まで。

安全管理。

$225

総合レッスン（2日間X3時間レッスン）

基本から水中走行を包括して学びます。

一番人気のレッスンです。

$590

初心者～ヒーロ－レッスン（4日間X3時間レッスン）

短期間で全てを身に付けてヒ－ロ－に。

$990

アドベンチャ－ボ－トに乗って野生のイルカ達を間近に見に行きましょ

う。私達の友達でありますロゴやブーメラン、200頭以上のイルカに出会

えるチャンスです。お母さんと子どもの群れや、エイをつかってタコを捕

まえさせる様子、イルカがボ－トの周りで飛び跳ねる姿も見られるチャ

ンスです。時にイルカ達はまるでパフォ－マンスをするかの様にボ－ト

にやってきて挨拶をしてくれますし時にはイルカ達の眠る姿もご覧いた

だけます。

又水中マイクにてイルカの舌打ちや口笛などを聞くことが出来ます。

ドルフィンクル－ズの後は野生保護海域内のアシカ、アザラシ島を通り

様 な々野生動物を観察します。ペリカン、海鷲、エイ、鵜などがよく見ら

れます。

含まれる内容：
往復乗船券；ペンギン餌付けショ－；90分イルカ＆アシカクル－ズ；水

中マイクロフォン（イルカの泣き声が聞けます。）

往路出発： 乗船手続き　10時15分　出発　10時45分

（8時45分＆12時45分　繁忙期のみ） 

復路： ペンギン島より出発：お好きな時間をお選び下さい。

要予約

料金 大人 学生＋ 小人＊

イルカ、ペンギン、アシカ　アドベンチャ－クル－ズ $85.00 $75.00 $50.00

*3歳未満のお子様はご参加になれません。小人3-12歳　/ 学生証の提示が必要となります。

イルカ、ペンギン＆アシカ　アドベンチャ－クル－ズ

クル－ズ所要時間90分：

Bookings recommended

Photo: Ian Beattie撮影：Ian Beattie

野生イルカとの遭遇保証

万が一イルカと遭遇出来なかった場合は無料にて

クル－ズ再チャレンジしていただけます。



所在地：パ－スの南45分 

ペンギン島まで船で5分 

美しい自然が残る海洋公園を渡ってペンギン島へ 

ペンギン島はエコツ－リズムな観光地であると共に 

世界で最も小さいペンギンが生息している島となります

島内ディスカバリ－センタ－にて保護されたペンギン達への餌付けが

毎日3回行われています。餌付け時間：10時半、12時半＆14時半。ペン

ギンについて楽しく学ぶ事が出来、子供たちも楽しめます。島内には

1200匹のペンギンが生息していますが、日中は海へ餌を取りに出かけ

ており、又とても恥ずかしがりやな性格な為ディスカバリ－センタ－で

のでのペンギン達との触れ合いをオススメ致します。

海洋公園は多様な野生生物が生息しております。 
野生イルカ、アシカ、エイ、ペリカン、50種類以上の海鳥に加え海中
では色鮮やかな珊瑚礁、海草、植物 
がご覧頂けます。島内には西オ－ストラリアでの数々の賞を受賞し
ています自慢の木製ボ－ドウォ－クが整備されており島内を気軽に
散策出来ます。ピクニックエリアや子供たちが海水浴を楽しめる浅
瀬のビーチなどもあり家族での休日に最適です。

Rockingham Wild Encountersは唯一の海洋公園内、ペンギン
島へのクル－ズを許可されています会社であり、これは私達の誇り
でもあります。

クル－ズの特徴は野生のアシカやアザラシなどとの触れ合い、イル
カとの触れ合いを20年間に渡り継続している事です。こうした美し
い自然と野生の生物との触れ合いをシェア出来るのは我々の特権で
もあります。

重要なご案内：

時期：

オープン期間9月15日～6月2日（祝祭日含む） 

12月25日クリスマスはクロ－ズ

営業時間：チケット：予約

ショップ営業時間：8時半～16時半 

船出発時間：毎時：9時～15時 

乗船券＆グラスボ－ト券はギフトショップにてお求め

頂けます。イルカ、アシカクル－ズは事前予約が必要と

なります。 

シ－カヤック＆カイトボ－ディングレッスン 

電話：+618 6210 0921　又はPenguinisland.com.au 

をご参照下さい。

行き方：

パ－スからお車で南へ45分 

住所：Arcadia Drive and Penguin Road, 

Shoalwater

ディスカバリ－センタ－ペンギン餌付けショ－：

毎日：10時半、12時30、14時半

持ち物：

ペンギン島は自然保護地区となります為島内にはお店

やカフェはございません。快適なピクニックエリアが整

備されていますので食べ物や飲み物をご持参頂く事を

オススメ致します。本島にございますペンギンカフェは

8時～16時半まで営業しており簡単な朝食や昼食、コ

ーヒ－などをお求め頂けます。

歩きやすい靴やﾋ゙－ﾁサンダル、水着、タオル、シュノ－

ケリングセット、サ－フボ－ド、釣具などもペンギン島

へご持参頂けます。

ペンギン島
パ－スの自然保護島



体験

野生のイルカ、ペンギン、アシカ

クル－ズ＆アクティビィティ－

行き方：
Rockingham Wild 

Encounter はArcadia 

Drive と Penguin Road,　

の角に位置しています。

お車：パースから南へ約45

分。無料駐車場完備。

公共交通機関： 電車マン

ジュラ線にてロッキンハム下

車。バス551番（バス停9番よ

り）又はバス552（バス停10番

より）乗車頂きペンギンロ－

ドにて下車、徒歩にてショッ

プへお越しください。 

時刻表: 
www.transperth.wa.gov.au

ペンギン島

キャンセレーション規約
• キャンセル、変更のお手続きはメ－ルにてWild Encounterまでお知

らせください、お電話でのお手続きは出来ません。

• 予約人数3名以下：48時間以内50％、24時間以内100％のキャンセル

料が発生致します。

• 予約人数4名以上：7日間以内50％、48時間以内100％のキャンセル

料が発生致します。

• 代理予約の場合もキャンセレ－ション規約にご留意下さい。

• 天候に寄りツア－内容が変更される場合がございます。

• 過去の実績よりイルカ遭遇率99％を保持しておりますが、彼らは野

生の生き物であり、コントロ－ル出来るものでは無い為、アシカの移

住時期などアシカが見られない場合もございますがこれらの理由に

よります一切の返金はございません。

• 上記料金は2014年6月2日まで適応。以降の料金につきましてはお問

い合わせ下さい。
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ご予約：

penguinisland.com.au

+618 6210 0903

お問い合わせ：
Eメール： info@dolphins.com.au

電話： +618 6210 0903

ﾌｪｲｽﾌ ｯ゙ク： facebook.com/rockinghamwildencounters

ﾌｱｯｸｽ： +618 6210 0990

住所： Arcadia Dve and Penguin Rd, Shoalwater拐角处

私書箱： PO Box 5321, Rockingham Beach, WA,6168

予約受付期間：
9月1日～6月2日，毎日：8時半～17時 

6月3日～8月31日，月～金：9時～14時 

閉鎖期間（12月25日）クリスマス 

冬季シ－ズン（6月3日～9月14日）ペンギン繁殖期の為ペンギン島ｸﾛ-ｽ゙とな

ります。
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Rockingham

数々の賞を受賞しているオススメツア－：

その他詳細：dolphins.com.au

野生のイルカと一緒

に泳ぐツア－


