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オーストラリアの各主要都市には、コンベンション＆エキシビションセンター以外にもMICEに適したさまざま
な施設がある。世界ブランドのホテルをはじめ、テーマパーク、ガーデン、船、ビーチ、島など、あらゆるスポット
はMICEのユニークベニューとして活用可能だ。さらに、近年MICEツアーに強く求められる体験素材も豊
富。特にオーストラリアならではの雄大な自然を舞台にした会食やパーティーは、参加者に忘れ難い印象を
残すだろう。ここでは7つの州に特にお勧めのユニークベニューと体験素材を挙げてもらった。

お勧め
ユニークベニュー&体験素材
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　サーファーズ・パラ
ダイスの南、マイアミ
地区に位置する倉
庫スタイルの施設。
地元アーティストの
作品や世界各国の
屋台フードが楽しめ
る文化発信基地とし
て人気を集めてい
る。特に人出が多い
のは、毎週金、土曜
日に開かれる常設のナイトマーケット。ライブ演奏や食事を楽しむ
人々で賑わう週末イベントで、MICEグループが貸し切りで使用する
こともできる。週末の夜、アフタービジネスのイベントとして利用する
のがお勧めだ。そのほか、着席で160名、立席で250名を収容でき
るスタジオ56は、ステージがあるのでコンファレンスに最適。スタジ
オとスタジオの間のレーンウェイも着席400名、立席900名を収容
でき、ユニークなベニューとなっている。多国籍なディナーメニューを
ラインナップしているのも魅力の一つだ。
http://www.miamimarketta.com/

　ケアンズ中心部か
ら北東へ車で約15
分のジャプカイは、先
住民アボリジニの歴
史や文化を学べるテ
ーマパーク。国際的
にも高い評価を受け
ている施設で、2015
年のリニューアルで
より洗練された施設
となった。ここでは、古
代からこの地で暮らすジャプカイ族を知るためのドキュメンタリー映
画、伝統楽器ディジュリドゥの演奏、迫力あるダンスショー、伝統的
な火起しの儀式などを観賞することができる。昼間はブーメラン投げ
やヤリ投げを体験、夕刻以降はダンスショーや火起しの儀式をスケ
ジュールするのがいいだろう。MICEグループの貸し切りも可能で、
屋外にあるテント型のマーキーは最大2000名を収容できる。ラン
チやディナーのアレンジはもちろん、オーストラリア各地のアボリジニ
の特性を展示した屋内のギャラリーも貸し切りできる。
http://www.tjapukai.com.au/

　ダーウィンの南約
320kmのキャサリン
渓谷は、トップ・エンド
の見どころの一つ。13
の渓谷から成り、その
一部はニトミルク国立
公園に指定されてい
る。ここでは、カヌーや
クルーズで壮大なスケ
ールの渓谷美を目の

当たりにするアクティビティーが人気だが、MICEグループにはニトミ
ルクツアーズが催行するサンセットディナークルーズがお勧めだ。所
要時間3.5時間のクルーズでは、川面から見上げる荒 し々い渓谷
の景観、空を染めるサンセット、夜空に瞬く星 を々一度に満喫できる
のが魅力。船上ではスパークリングワインと地元産の新鮮な食材で
調理した3コースのキャンドルライトディナーが楽しめる。催行は4～
10月まで。6～8月は毎日催行するが、それ以外の期間は曜日によ
るので確認が必要だ。
h t t p s : / /www . n i t m i l u k t o u r s . c om . a u / b o o k - a -
tour/tour/nabilil-dreaming-sunset-dinner-cruise

　ウルル（エアーズ
ロック ）から約
20km離れたエア
ーズロック・リゾート
が催行しているデ
ィナープログラム。
数々の賞を受賞し
ており、他のデステ
ィネーションにはな
いアウトバックでの

特別なディナーを体験できる。同リゾートを出発して会場へ向かうの
はサンセット前。まずはアボリジニの民族楽器ディジュリドゥを聴きな
がら、シャンパンを片手にウルルを染める夕日を観賞する。白いクロ
スでセッティングされたテーブルで味わうバーベキュー・ビュッフェディ
ナーには、オージービーフはもちろん、カンガルーやクロコダイルなど
オーストラリアならではの食材も登場。食後は明かりが消され、満点
の星空を見上げながら専門家によるスタートークを楽しむ趣向とな
っている。
https://www.ayersrockresort.com.au/experiences/detail/s
ounds-of-silence

　オーストラリア
人と海との関わ
りを多角的に知
ることができる博
物館。建物に面
したダーリング・
ハーバーの海に
は駆逐艦のバン
パイア号や潜水
艦のオンスロウ
号など本物の船
舶が展示されており、無料で見学できる。イギリス海軍のジェーム
ス・クック船長が世界周航に使ったエンデバー号のレプリカも見逃
せない。MICEグループには、これらの艦船の上でカクテルパーティ
ーやシドニーの夜景を望むディナーパーティーの提案が可能だ。特
に5月末から6月にかけて行われる音と光とアイデアの祭典「ビビッ
ドシドニー」の時期がお勧め。海洋博物館の建物自体もプロジェク
ションマッピングされるので、光にきらめくシドニーハーバーを望む格
別のパーティーを開くことができる。
http://www.anmm.gov.au/

　シドニーから北へ
車で約1時間のセ
ントラル・コーストに
ある国内最大級の
乗馬センター。200
頭の馬を飼育して
おり、緑豊かな渓谷
や森林地帯を乗馬
で散策することがで
きる。
　広大な敷地で
は、乗馬のほかにカヤック、4WDバギー、アブセーリングなどさまざま
なアクティビティーが用意されており、インセンティブグループのチー
ムビルディングに最適だ。また、昨年は2階建ての洗練されたイベン
トセンターがオープンし、最大300名までのイベントをはじめ、ミーティ
ングやワークショップ、ランチやディナーなどに利用できる。一流のシ
ェフによるケータリングやハンターバレー産のワインなど、質の高い
フード＆ビバレッジが提供できるのも魅力だ。さらに、快適なエコキャ
ビンやキャンプなどでの宿泊体験もお勧め。
http://glenworth.com.au/

　6つ星ホテルの
クラウン・タワー
（480室）がオープ
ンし、5つ星のクラ
ウン・メトロポール
（39室）と4つ星
のクラウン・プロム
ナード（291室）と
合わせ、多彩なラ
ンクのホテルがそ

ろう巨大なエンターテインメント・コンプレックス。スワン川を挟んだ
パース中心部の東に位置しており、24時間営業のカジノを中心
にさまざまな施設が集まっている。そのほか、32のレストラン＆バ
ー、コンベンションセンター＆ミーティングルーム、2300席のシアタ
ーなどを備えており、あらゆるMICE需要に対応が可能だ。ビジネ
ス以外の時間は、デイタイムならゴージャスなデイスパやプール、シ
ョップ、スワン川沿いのサイクリングトレイルなどを、ナイトタイムなら
カジノやナイトクラブ、ミュージカルやショーなどのエンターテインメ
ントなどを楽しみたい。
https://www.crownperth.com.au/general/about-crown

　パースの沖合
い18kmに浮か
ぶロットネスト島
は、A級自然保護
指定の国立公
園。独立した環境
下でユニークな
動植物や海洋生
物を見ることがで
き、リゾート地とし

ても研修先としても価値の高い島となっている。MICEグループに
は自転車を使ったチームビルディング「アドベンチャー・チャレンジ」
がお勧め。20kmや40kmのコースをサイクリングしながら島に関す
るクイズに答え、優勝チームに賞品が贈呈されるというもので、最
大150名のグループに対応している。なお、同社では現在グランピ
ング施設を建設中で、広さや収容人数の異なる90ユニットのグラ
ンピング、レストラン、ビーチクラブを年内にオープンする予定。グラ
ンピングもまたMICEグループのチームビルディングに有効的に活
用できそうだ。
https://www.rottnestexpress.com.au/jp

　芸術の街でも
あるメルボルンで
は、ストリートアート
が知られている。
そんなアートを地
元のアーティスト
がツアーガイドとな
って案内してくれ
るのがメルボルン・
ストリートツアーだ。
細い道やレーン
ウェイに入ると、道の両脇の壁一面がアートで埋め尽くされている光
景はメルボルンでは珍しくない。描かれているアートは色彩豊かで大
胆なデザインが多く、旅行者の恰好のフォトスポットにもなっている。
ツアーは80名までのグループにも対応していて、所要時間や巡る
場所はグループの希望に合わせてカスタマイズしてくれる。ストリート
ツアーのあとは、スタジオでのワークショップにも参加したい。スプレ
ーを使ったアート作品を描く非日常体験は、思い出づくりとともにチ
ームビルディングの要素をも多分に含んでいる。
https://melbournestreettours.com/

　南半球で最も高
い展望塔の一つ、ユ
ーレカタワー。その展
望台、ユーレカスカイ
デッキ88からは眼下
にメルボルンの壮大
なパノラマを360度
見渡すことができる。
旅行者が訪れるのは
ここまでだが、実は最
上階にはイベントス
ペースの「ユーレカ89」がある。名前の通り89階にあるイベント＆ダ
イニングベニューで、総ガラス張りの部屋から望むビューは格別だ。
北側のノースポイントルームは立席で250名、着席で120名、南側
のサウスポイントルームは立席で110名、着席で40名に対応。2つ
の部屋を併せて400名までのカクテルパーティーも可能だ。メニュ
ーは洗練されたインターナショナルとモダン・オーストラリアのコース
料理で、5コースか7コースの選択制。ランチとディナーのどちらにも
対応可能となっている。
http://eureka89.com.au/

　タスマニア州の
西部に位置する世
界遺産、タスマニア
原生地域は、太古
の姿をとどめる原生
林や雄大な山々、澄
み渡る湖などに彩ら
れている。ここでは、
自然に溶け込むよう
に建つクレイドル・マ

ウンテン・ロッジでの宿泊がお勧め。至福の時間を満喫できる食事
やワイン、スパなど、一流の施設とサービスを堪能することができる。
豊かな自然環境はまた、ビジネスイベントの開催地としても最適だろ
う。同ロッジは3つの会議室を備えており、最大のクレイドルルーム
はシアタースタイルで90名までの対応が可能だ。ミーティングやコン
ファレンス、最高級のディナーの後は、ナイト・スポットライト・ツアーに
参加したい。自然のままに生息する夜行性の野生動物を探すツア
ーで、世界遺産の大自然ならではのアクティビティーとなっている。
http://www.cradlemountainlodge.com.au/
（協力：utasmania Pty Ltd）

　フレシネ国立公園は、タスマニア東部に突き出たフレシネ半島の
大部分を占める風光明媚なエリア。一番人気はワイングラス・ベイ
で、その名の通り美しい曲線を描くビーチがワイングラスの底に見
え、まさに息を飲むほど美しい景観を見せてくれる。ワイングラス・ベ
イ・クルーズは、半島をぐるりと一周してワイングラス・ベイを目指すツ
アー。全150席のカタマラン船は10時にコールズ・ベイを出発し、午
後2時に戻ってくる4時間のコースとなっている。船からはイルカやア
ザラシ、クジラ、ペンギンといった海洋生物と遭遇できるほか、タスマ
ニア産の多彩な食材を使ったランチボックスもお楽しみ。2階のスカ
イ・ラウンジにアップグレードすると、新鮮なオイスターやタスマニア
産ワイン＆ビールなどもサービスされる。催行は9～5月で、チャーター
も可能だ。
http://www.wineglassbaycruises.com/
（協力：utasmania Pty Ltd）

　アデレード東部の郊外、中心部から車で20分の冷気候ワイン産
地に位置するワイナリー＆レストラン。1844年に設立され、オースト
ラリアの最上級ワイン、ペンフォールズ・グランジの生産で国際的に
も高い評価を受けている。丘陵地帯に広がるブドウ畑の美しい風
景とモダンな建物が溶け合うエレガントなワインスポットとして、
MICEグループにもお勧めだ。ここでは、セラードアでのワインテイス
ティングや醸造過程の見学などのほか、ランチやディナーでコンテン
ポラリーな料理と最高級ワインを心ゆくまで味わうことができる。ベ
ニューは70席のレストランのほか、60席のキッチン、40席のギャラ
リー、カクテルスタイル200名のセラードア、ガラスタイル600名の
アウトドアスペースなどがある。
https://www.penfolds.com/en-jp/visit-penfolds

　アデレードから南東
へ車で約20分のアデ
レード・ヒルズに位置
する受賞歴のある動
物保護区。35haの広
大な敷地にオーストラ
リア固有種を含む
130種以上の動物た
ちが自然のままに飼
育されており、訪問者
は間近に動物たちを
見ることができる。ここは、オーストラリアでも数少ないコアラを抱い
て一緒に写真を撮ることができる施設。ビジネスグループであって
も、一度はコアラと撮影してみたい参加者も多いだろう。コアラは繊
細な生き物なので、撮影はプロのカメラマンが行うのがルールだ。撮
影時間は毎日14～15時半で、日曜日と祝日はこれに11～12時も
追加される。また、毎日11～12時と14～16時はコアラの側まで近
づくことができる「Koala close-up」の時間で、この場合は自分のカ
メラでの撮影が可能となっている。
http://www.environment.sa.gov.au/clelandwildlife/Home

多国籍フードと音楽のイベントを貸し切りに

マイアミ・マーケッタ 
Miami Marketta

地元アボリジニの歴史と文化を体験

ジャプカイ
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ワイルドな自然の中でディナークルーズ

サンセットディナークルーズ
Sunset Dinner Cruise

ウルルを望む格別のディナー体験

サウンズ・オブ・サイレンス
Sounds of Silence

本物の艦船で船上パーティーを提案

オーストラリア国立海洋博物館 
Australian National Maritime Museum

自然の中で乗馬やアクティビティーを

グレンワース・バレー・アウトドア・アドベンチャー
Glenworth Valley Outdoor Adventures

すべてがそろう巨大な複合施設

パース・クラウン・コンプレックス
Perth Crown Complex

自然の島でチームビルディングを

アドベンチャー・チャレンジ
Adventure Challenge

アーティストガイドと巡るストリートアート

メルボルン・ストリートツアー
Melbourne Street Tour

メルボルンを展望するナイトベニュー

ユーレカ89
Eureka 89

世界遺産の森でビジネス＆アクティビティー

クレイドル・マウンテン・ロッジ
Cradle Mountain Lodge

美しいベイを目指す極上の船上パーティー

ワイングラス・ベイ・クルーズ
Wineglass Bay Cruises

最高級のフード＆ワイン体験を

ペンフォールズ・マギル・エステート
Penfolds Magill Estate

コアラとの撮影を旅の思い出に

クリーランド自然保護公園
Cleland Wildlife Park







世界で最も住みやすい都市ランキングで6年連続1位のメルボルンは、活気に満ちた
多文化の住民と、温暖な気候、実にすぐれた生活の質の高さを誇り、インセンティブ会
議プランナーや質の高いインセンティブ体験の提供を模索しているグループにとって
理想的なデスティネーションのひとつ。歴史的建造物や近代建築、隠れたレーンウェ
イ（路地）や美しい緑地、豊富なアトラクション、洗練された食べ物とワインが織りなす
風景など、たくさんの魅力が詰まっているメルボルン。訪れても飽きさせることはない。
またもうひとつの魅力は、ほかの都市にはない大型イベントの数々。全豪オープンテニ
ス、F1オーストラリア・グランプリ、メルボルンカップが目玉のスプリング・レーシング・カ
ーニバル、メルボルン・フード＆ワイン・フェスティバル、メルボルン・ファッション・フェス
ティバル、そのほか多数の国際的なイベントの開催地となっている。

ビクトリア州
VICTORIA
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