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キュランダへようこそ!
キュランダへのアクセスは車、列車、あるいはスカイレールと様々。キュラ

ンダを十分楽しめるよう滞在時間には余裕をもってお越しください。

熱帯雨林を散策して、南国特有の動植物を見つけてみましょう。バロン渓

谷国立公園を散歩しながら、昔の人々が歩いた道をたどってみましょう。キ

ュランダは、クイーンズランド州の中でも多くの野生動物に出会える場所で

す。村のマーケットやストリートで、シルクやコットンの洋服、地元で作られ

たアボリジニの美術品や工芸品、ワニ革やカンガルーの毛皮でできたお土

産を探してみましょう。屋外のレストランやカフェでは、どんな方にも満足

いただけるメニューが見つかるでしょう。

キュランダ滞在中「外せない」アクティビ
ティー
•	 村の周りの世界遺産である熱帯雨林を歩こう

•	 キュランダマーケットを散策しよう

•	 色鮮やかな鳥類を観察しよう

•	 バロン川熱帯雨林クルーズに乗ろう

•	 道端のストリートアートを観賞しよう

•	 アート＆クラフトギャラリーに入ってみよう

•	 カンガルーとワラビーに餌付けしよう

•	 コアラと一緒に写真を撮ろう

•	 蝶の世界の驚異を観察しよう

•	 ミツバチが蜂蜜を作る様子を学ぼう

•	 バロン滝の写真を撮ろう

•	 アロサウルス(恐竜)の実物大レプリカを観よう

•	 アボリジニのダンスを観賞しよう

•	 伝統的なキャンディーの作り方を学ぼう
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キュランダ観光を計画しよう
一日観光や週末の休暇など、キュランダを観光する方法はさまざま

です。でも、皆それぞれ、やってみたいことが違う。そんな皆さまの

ために、キュランダで楽しめる幅広いアクティビティーについて、お

およその所要時間をリストアップしました。パッケージツアーやツ

アー催行時刻など、くわしい情報は、キュランダ観光案内所へお尋

ね下さい。案内所に関しましては最後のページをご参照下さい。

キュランダ　リバーボート　クルーズ 45分

バードワールドキュランダとコアラガーデンズ 1時間もし

オーストラリアンバタフライサンクチュアリ 30分

レインフォレスト　ミニゴルフ 30分

伝統的なキャンディー作りの実演 30分

レインフォレステーション(蝶園前からシャトルバス

あり)

2時間半

お買い物とマーケット巡り	 1時間もしくは半日

ランチ(14、15ページをご参照下さい)
45分からお好きな

だけ

熱帯雨林の中をウォーキング

インフォメーションセンターからキュランダレールウ

ェイ駅まで3km

45分から一日

片道スカイレール体験

(途中2駅下車を含む)
1時間半

キュランダ列車
2時間

オーストラリアンヴェノムズー 30分
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キュランダの歴史
標高約３００メートル、世界遺産登録の熱帯雨林に囲まれたキュラン

ダ地域は、「カモノハシの場所」を意味する「ヌグンベイ」として、先住

民ジャブガイ族に知られていました。年間を通して真水を得られ、森の

食べ物が豊富な土地として、人々は数千年この土地に住み続けてきま

した。１８８５年に最初のヨーロッパ人が定住し、ケアンズからの鉄道

開通を見越して、１８８８年には村の測量が行われました。鉄道が開

通したのは１８９１年。初期の入植者は林業、農業、牧畜に従事しまし

た。しかし、キュランダは、蒸し暑い沿岸部に住む人々の避暑地として

急速に発展、「北クイーンズランドの健康的なリゾート地」として知ら

れるようになりました。

１９６０年代の「ヒッピー流入」は、キュランダのライフスタイルを大き

く変化させました。伝統に縛られない生活様式を追求した人たちは、

生き生きとした美術品や工芸品を製作・販売し、お土産を買い求める

人たちとの「マーケット経済」が出来上がったのです。熱帯雨林の中

にある私達の村へ是非お越し下さい。みなさんを心から歓迎します。

「Gubun	Gubun	Galing」。ジャブガイ語で「安全なご旅行を」を意味

します。
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素晴しい熱帯雨林を散策
キュランダには何本もの遊歩道が、網の目のように伸びており、バロン

渓谷国立公園にもつながっています。世界遺産の熱帯雨林に囲まれた

山村での生活がどんなものか、雨林の中に住むアボリジニの文化につ

いて、キュランダのマーケット文化がどのように広がったのか、バロン

渓谷国立公園や熱帯雨林を間近に体験することによって、たくさんの

発見があるでしょう。より詳しい情報はキュランダ観光案内所へお立

ち寄り下さい。案内所に関しましては最後のページをご参照下さい。

1.		ビレッジウォーク（500ｍ）は、村のメイン通りを抜けて、屋外マー

ケットに至るコースです。お店が並ぶマーケット、熱帯の村の建築

様式を見てみましょう。

2.		ジュンランクリーク（1.4キロ）は、村の周りの熱帯雨林を見てまわ

ります。

3.		ジャングルウォーク（900ｍ）は、再生中の熱帯雨林を通りぬけま

す。森の復元の早さを観察してください。

4.		リバー＆エスプラネードウォーク（1.5キロ）は、川沿いの並木の

木陰を歩きます。

興味と時間に合わせて、遊歩道をお選びください。各遊歩道にはスタ

ートの看板が立っており、それぞれがつながっています。

10－11ページの地図をごらんください。
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1 	キュランダ　ヘリテージマーケット

地元の美術品と工芸品、アボリジニアート、ディジュリドゥ、帽子、ワニ革ベルト、

カンガルー皮製品、オパール、ジュエリー、石鹸などのお土産品がそろっていま

す。バードワールドとコアラガーデンも園内に。太平洋戦争で使われた飛行機

の一部も見に来てください。営業時間は毎日午前9時半から午後3時半まで。
2/4	Rob	Veivers	Dve	•	www.kurandamarkets.com.au	•	4093	8060

2 	オリジナル　キュランダ　レインフォレストマーケット―1978年創業

このミニチュア版「熱帯雨林の村」を歩き回って、ファンキーな手作り製品を見
つけてみましょう。洋服、装身具、骨とう品、工芸品探しに加え、マッサージ、お
食事、ミニゴルフなど驚きの楽しさが。キュランダを有名にしたこのマーケット

に来て、「グッダイ！」とあいさつしてくださいね。					   

Therwine	St	•	www.kurandaoriginalrainforestmarket.com.au

キュランダマーケット
キュランダマーケットは、たくさんの観光客に来てもらい、手作りの美術

品、工芸品、地元農産物を紹介、販売できるよう、養蜂業者ハニーハウ

スのある場所で1978年に始まりました。

当時は地元の自費で列車を運行し、州政府鉄道部にキュランダへの観

光鉄道の運行は採算が取れるんだと証明する必要がありました。今では

マーケットは毎日オープンし、村もオーストラリア有数の観光地になり

ました。地元でデザインされ製作された、手作りジュエリー、アボリジニ

アート、木製品、革製品、宝石、北部クイーンズランド最高のハチミツ、コ

ーヒー、手作りアイスクリーム、ココナッツ、マカダミアナッツなどを見つ

けてみましょう。
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ジュエリーとオパール
キュランダには宝石店が集まっていて、豪州産のブラックオパール、ボルダ―オパー

ル、クリスタルオパール、キュランダで仕上げられる真珠製品や宝石類がそろってい

ます。有名デザイナーによる商品から、お得なアクセサリーまで揃っております。お

気に入りの一品を見つけて下さい.。

3  バタフライショップ

キュランダ村の中心、ビレッジセンターにある、ユニークで楽しい手作りのジュエ

リーやアート、石鹸や携帯電話のアクセサリーに特化したお店。壁一面のカラフル

な蝶々も必見。	

Shop	13,	Kuranda	Village	Centre	•	www.butterflyshop.com.au	

•	0408	853	029	•	0427	676	521

4  ジュエリーハウス　キュランダ

キュランダで最も美しいジュエリーハウスの一つです。真珠、オパール、ダイヤモン

ド、様々なデザインの宝石類、お気に入りの一品が見つかる一見の価値あるお店

です。

Shop	1,	15	Coondoo	Street	•	www.pinkdiamond.com.au	•	4093	8829

5  キュランダ　オパール

キュランダオリジナルマーケット内にあるカッティングと研磨を22年続ける老舗オ

パールショップ。オリジナルマーケット内。世界中のオパールの96％がオーストラリ

ア産。丁寧に説明してくれるのが嬉しい。

Therwine	Street	•	kuranda.opals@bigpond.com

6  キュランダ　オパールケーブ

25年に及ぶ採掘、研磨製造の経験を持つエキスパートのお店。自分たちの作業場

でユニークな商品を製作してお店で直販することによってコストと価格を下げてい

ます。

Shop	7	and	8,	25	Coondoo	Street	•	www.opals.com.au	•	4093	9499

7  オパール　タイム

オーナーのハーリとベンはオパールの世界でカッティングとジュエリー作りに50年

以上携わった経験の持ち主。鉱山から直接買い付けたオパールを素晴らしいジュエ

リーへと変身させます。

5c	Coondoo	Street	•	0434	992	741	•	info@opaltime.com.au			 

•	www.opaltime.com.au
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アトラクション、ツアーと交通
コアラ、蝶、南国の色鮮やかな鳥類、カンガルー、爬虫類、世界最強の毒

ヘビなど、キュランダには見たいもの、触ってみたいものがいっぱい。恐

竜の実物大模型にも出会えます。アボリジニダンサーのショーを観て、ア

ボリジニガイドと熱帯雨林散策、リバーボート乗船、コアラと記念撮影、ワ

ラビーに餌付け、宝石博物館探検など様々な人気アクティビティーを思い

切り楽しめるよう時間の計画をしましょう。

8  オーストラリアン　バタフライ　サンクチュアリ

熱帯の色鮮やかな蝶が頭上を飛び回る、国内最大の蝶の楽園。1500羽以上の蝶が

飼育されています。英語ガイドによる施設、研究所の案内ツアーもあり。

8	Rob	Veivers	Drive	•	www.australianbutterflies.com	•	4093	7575

9  バードワールド　キュランダ
鳥園として国内最大級。350羽以上の鳥が熱帯雨林を自由に飛び回り、颯爽と歩き

回る大きなカソワリとご対面。可愛い鳥たちに餌をやったり写真を撮ることが可能。

キュランダ駅、スカイレールキュランダターミナルより無料シャトルあり。

Heritage	Markets,	Rob	Veivers	Drive	•	www.birdworldkuranda.com	 

•	4093	9188

10  エミューリッジ　ギャラリー／化石と天然石博物館

恐竜の骨格標本や化石と天然石の博物館。国内外から集めた高品質の天然石と化石

の展示、販売もあります。入場料無料。 

Original	Kuranda	Markets,	Therwine	St		 

•	emuridgegallery@bigpond.com	•	0408	728	711

11  キュランダ　コアラガーデンズ

オーストラリアを象徴する動物たちに会いに行こう―ワラビー、クォッカ、ビルビ

ー、モモンガ、カンガルーやウォンバット、クロコダイル。貴重なコアラ抱っこ体験＆

記念撮影もできます(追加料金)。また開拓時代の展示品などもあり。キュランダ駅

とスカイレールキュランダターミナルより無料シャトルあり。

Heritage	Markets,	Rob	Veivers	Drive	•	www.koalagardens.com	•	4093	9953
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12  キュランダ　レインフォレスト　ジャーニー
初心者(10歳以上)でも安全、ゆっくりとしたATVのツアー。あなたの感覚を研ぎ澄まし

世界最古の森を探検しましょう。トロピカルなフルーツや興味深い開拓時代の歴史も体

験。	www.kurandarainforestjourneys.com.au	•	0402	318	630

13  キュランダ観光鉄道

歴史的側面と素晴しい風景のどちらも楽しめる路線。バロン渓谷国立公園内の熱帯雨

林をのんびりと走り抜けます。

Kuranda	Railway	Station	•	www.ksr.com.au	•	4036	9333

14  ザ　ビラボン　キュランダ
キャンプや刺激的なアクティビティ、ライブ音楽やウェディングにピッタリの場所。緑に

囲まれた池を見渡せるオープンデッキでリラックス。#バー&ビストロ　#スイミング　 

#ペイントボール　#ATV 

•	186	Mount	Haren	Road	•	www.thebillabong.com.au	•	4093	7684

15  キュランダ　リバーボートツアー 2014-16年トリップアドバイザー優秀賞

45分の熱帯雨林クルーズもしくはキュランダガイド付き熱帯雨林散策(コーヒー・紅茶＆

ケーキ付)に参加しませんか？リバーボートツアーはキュランダ鉄道の駅の歩道橋から

川側へ階段を下りたところにある桟橋より出発します。オンラインで予約もしくは船で

の現金払いが可能。	

www.kurandariverboat.com.au	•	0412	159	212

16	 レインフォレステーション　ネイチャーパーク 地図13ページ参照

3つの異なるアトラクションを楽しめる熱帯雨林のテーマパーク。

水陸両用車のアーミーダックで熱帯雨林探検、アボリジニのダンスショーと文化体験が

楽しめるパマギリ、カンガルー、ワラビー、コアラやケアンズで唯一のタスマニアデビル

に会える動物園があります。コアラを抱っこしての写真も入園料なし、写真代のみで可

能です。	定期バスがバタフライサンクチュアリより運行。

Kennedy	Highway	•	www.rainforest.com.au	•	4085	5008

17  スカイレール　レインフォレストケーブルウェイ

世界遺産の熱帯雨林を上空からお楽しみ下さい。ゴンドラは林冠の数メートル上を空

中移動。レッドピーク駅とバロンフォール駅では途中下車、地上を探検。世界一美しい

熱帯雨林体験。

Arara	Street	•	www.skyrail.com.au	•	4038	5555

18	 トランスノース　バス＆コーチ

キュランダ～ケアンズ間毎日８便が往復。時刻表、料金、停留場の位置は、当社のウェ

ブサイト上の、ケアンズ～キュランダ線、またはケアンズ～マリーバ～アサ―トン線をご

覧ください。予約不要、料金は運転手にお支払いください。

Passenger	Services	4095	8644	•	0400	749	476	•	www.transnorthbus.com.au
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11 	 キュランダ　コアラガーデンズ

12 	 キュランダ　レインフォレスト　	

ジャーニー

13 	 キュランダ観光鉄道

14 	 ザ　ビラボン　キュランダ

15 	 キュランダ　リバーボートツアー

16	 レインフォレステーション　	

ネイチャーパーク

17 	 スカイレール　レインフォレストケーブル

ウェイ

18	 トランスノース　バス＆コーチ

レストランとカフェ

19	 アーロンズ　ビストロ

20	 アナベルズ　パントリー

21 		バロンフォールズ　ホテル

22	 フロッグス　レストラン

23	 ジャーマン　タッカー－“宇宙一のソーセ

ージ店”

24 	 	キュランダホテル	

25	 キュランダ　レインフォレスト　コーヒー

26	 キュランダ　レインフォレスト　ビューレ

ストラン

27	 キュランダビレッジ　カフェバー＆グリル

28	 ランズ　ベトナムレストラン

29	 ペティット　カフェ

30	 スプラウト　ジュース＆コーヒー　バー

スウィーツとお楽しみ

31 	 100％クオリティー　ローカル　プロデュ

ース　オンリー

32	 フローズン　ネイチャー

33	 ジェラート　アンド　シャーベット　アイ

スクリーム

34	 ハニーハウス　キュランダ―1959年創業

35	 キュランダ　キャンディーキッチン

36	 キュランダ　ファッジ　バー　アンド　テ

ィールーム

37	 キュランダ	ホームメイド	トロピカルフル

ーツアイスクリーム

38	 スティルウォーター　ワークショップ

芸術と工芸品のギャラリー

39	 ドゥーンガル　アボリジニー　アート　ア

ンド　アーチファクト

40	 イアン　ステファン　ファインアート	

41 	 ピーター　ジャーバー　ギャラリー

42	 ステイシー＆ステイニンジャー　ファイン

アート　ギャラリー

43	 テラ　ノバ　ギャラリー

ファッションとギフト

44	 ジャスト　ゴージャス

45	 サンドラ　ヴィデン　デザイン	

46	 オーストラリアン　ブッシュストア

47	 ザ　Ｔ-シャツ　ショップ

お買い物、お土産とギフト

48	 セティ－バス　ショップ

49	 ゴールデン　ドロップ　ワイナリー

50	 キュランダ　ビュー　スーベニア　ビコ

51 	 モンスーン　レザー

52	 ポッサムコーナー　オプショップ

53	 レア　アース　オイル

54	 ザ　カンガルーショップ

キュランダ　アコモデーション

55	 ハニービー　ハウス

56		キュランダ　レインフォレスト　アコモデ

ーション　パーク

サービス

57	 キュランダ　ポスト　オフィス

58	 キュランダ　フードワークス

59	 キュランダ観光案内所
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キュランダ　オプショナルツアー
シャトルバスからアトラクション、一日ツアーとあなたのチョイスで世

界遺産の熱帯雨林を散策したり、歴史と“熱帯雨林に囲まれた村”の

探検に出かけましょう。村へはお手頃なシャトルバスから至れり尽くせ

りのパッケージツアーまで多種多様なアレンジが可能です。

キュランダ　アトラクション

スカイレール　レインフォレスト　
ケーブルウェイ

www.skyrail.com.au		 Ph:	07	4038	5555

キュランダ観光列車 www.ksr.com.au Ph:	07	4036	9333

一日ツアー会社

ブレッツ　キュランダ　半日ツアー www.kurandatours.com.au Ph:	07	4099	5824

トロピカル　ホライズン　ツアー www.tropicalhorizonstours.com.au Ph:	07	4047	9049

リーフ　アンド　レインフォレスト
　コネクションズ

www.reefandrainforest.com.au		 Ph:	1300	780	455

ダウン　アンダー　ツアーズ	 www.downundertours.com		 Ph:	07	4047	9097

リラックス　ツアーズ		 relaxt@bigpond.net.au Ph:	07	4038	3454

トレック　ノース　ツアーズ info@treknorth.com.au Ph:	1800	316	787

トロピック　ウィングス	 www.tropicwings.com.au Ph:	07	4041	9400

インターナショナル　コーチーズ 
アンド　ツアーズ

www.internationalcoachesandtours.com.au Ph:	07	4032	5877

グローバル　トラベル　サービス www.globaltravelservices.com.au Ph:	07	4041	3122	

ケアンズ　ハイヒールツアー corrina@highheeledtours.com Ph:	0432	551	786

公共交通機関

トランスノース　バス＆コーチ　
サービス

www.transnorthbus.com.au Ph:	07	4095	8644

ジョンズ　キュランダ　バス www.kuranda.org Ph:	0418	772	953
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レストランとカフェ	
屋外でのお食事は、温暖な気候で住む人たちの楽しみの一つです。キュ

ランダには、地元の料理のほか国際色豊かな料理をお出しする、雰囲気

の良いレストランがたくさんあります。

お洒落な村でのんびりとお食事、料理がますます美味しく感じられるこ

とでしょう。村のカフェとコーヒーショップに漂うゆったりとした風情、南

国の味はどなたにもご満足いただけます。

19  アーロンズ　ビストロ

キュランダの中心部からわずか5分に位置する、綺麗な水を湛えた池のほとりの静

かで開放的なレストラン。良質なステーキやシーフード、チキン料理など美味しい

お料理をご提供しています。水曜日から日曜日のランチ11:30am~2:30pmとディナー

5:30pm~9:00pm営業。大人数でのご来店も可能。キャンプ場あり。

186	Mount	Haren	Road	•	facebook.com/aaronsbistro	•	07	4093	7555

20 アナベルズ　パントリー

アナベルでは種類豊富なパイを取り揃えております。自家製の焼き立てパイを是非

お試し下さい。年中無休。

Shop	15,	Therwine	St,	Kuranda	Village	Centre	•	4093	7605

21 	バロンフォールズ　ホテル

素朴な木製のデッキでリラックス。冷えたビールとパブミール、コーヒーや紅茶を

お楽しみ下さい。エアコン付きのゲームルーム、Kenoと酒屋も併設されています。

Cnr	Coondoo	and		Thongon	Sts	•	4093	7203

22	フロッグス　レストラン		2013,2014,2015,2016	年トリップアドバイザー優秀賞
受賞

1980年開業。天然のバラマンディ、エミュー、ワラビー、カレー風味に味付けされた

ワニ肉、ピザ、サラダ、バーガー類。美味しいエスプレッソコーヒー。お酒各種の販

売。無料Ｗｉ-Ｆｉがご利用頂けます。

Heritage	Markets,	2/4	Rob	Veivers	Drive	•	www.frogsrestaurant.com.au	 

•	07	4093	8952		•	0407	937	405

23	ジャーマン　タッカー－“宇宙一のソーセージ店”

本場ドイツのポークソーセージ、チーズ入りソーセージ、白ソーセージなど様々な

ソーセージとドイツビールが楽しめ、ランチにピッタリ。キュランダでは有名なお

店です。	

Shop	14,	Therwine	St,	Kuranda	Village	Centre 

•	boomboomjung@yahoo.com.au	•	4093	7398

24  キュランダホテル

お食事、冷たい飲み物そして1890年に建てられたホテルの歴史を垣間見にお立ち

寄り下さい。スカイレールと鉄道の駅の反対側。地元産、オーストラリア産の製品

にこだわった美味しくて良質のお食事を楽しめます。

Corner	Arara	and	Coondoo	Streets	•	www.kurandahotel.com.au			 

•	4093	7206

25 キュランダ　レインフォレスト　コーヒー (トリップアドバイザーでチェッ
ク!!) 

キュランダレインフォレストコーヒーでは100％地元産コーヒーを毎日お店でロースト

しています。お店でお試し頂き、お友達へのお土産にお持ち帰りも可能です。	 

10/17	Thongon	Street	•	www.kurandarainforestcoffee.com.au	

•	0414	790	034	•	Foodworksスーパーマーケットの隣
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26	キュランダ　レインフォレスト　ビューレストラン

森の中の南国風ダイニング、ベランダでも冷房完備の屋内でも、お食事が楽しめま

す。酒類の販売もあり。シーフード、グリル、オーストラリア料理（ワニ＆カンガル

ーのフィレ、パイ、ソーセージ＆ハンバーガー）、イタリアン料理、サラダ各種、バー

ガー各種、軽食、グルテンフリーあり。屋内外で200席と広々。

28	Coondoo	St	•	www.rainforestview.com.au	•	4093	9939

27 	キュランダビレッジ　カフェバー＆グリル

朝６時より営業、グルテンフリーのお食事がお楽しみ頂けます。ワニ、エミュー、カ

ンガルー、バラマンディ、ベジタリアンと種類豊富なハンバーカーとサラダほか。キ

ュランダ産の生ビールをお試しあれ。ワインとスピリッツも取り揃えております。	

17	Therwine	Street	•	www.kurandavillagebarandgrill.com.au	•	4093	9399

28	ランズ　ベトナムレストラン	(冷房完備)

新鮮なベトナム料理をご堪能下さい。ビーフヌードルスープ、焼きそば、焼き飯、野

菜炒め、シーフード、春巻きなど。ベトナムのパンやコーヒーもあり。12年にわたり

お客様からNo.1の評価をとっているお店です

Shop	12	Market	Mall,	13	Therwine	Street	•	0428	025	498

29			ペティット　カフェ	-	トリップアドバイザー選出ナンバーワン。

素晴らしい素材を使った種類豊富な甘いクレープや香辛料のピリッときいたクレ

ープでフランスを味わってみませんか。	甘いクレープも、甘くないクレープも、多

数そろっています（グルテンアレルギー対応あり）。　地元で育ったコーヒー豆か

らの独自ブレンド。風景、雰囲気と一緒にお楽しみください。

Kuranda	Original	Markets	•	0421	799	131	 

•	facebook.com/thepetitcafekuranda

30	スプラウト　ジュース＆コーヒー　バー	

オリジナルのコーヒー、フレッシュジュース、美味しいスムージー、手作りの料理や

その場で作られるサンドウィッチやラップをお楽しみください。ベジタリアンやビ

ーガンの方のメニューもご用意。無料Wifi。

1/24	Coondoo	Street	•	4093	8256
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スウィーツとお菓子	
キュランダ村はお菓子の店があちらこちらにある甘い物好きにはたまらない

楽園のような場所。キャンディー、ソフトキャンディー、手作りのファッジの舌

ざわりをお試しください。地元産のハチミツの試食や、クリフさんの世界的に

有名な手作りアイスクリームもキュランダに来たら外せない一品です。	

31 	100％クオリティー　ローカル　プロデュース　オンリー

“地元産”のものだけを取り扱うお店。マカダミア、ピーナッツ、ジャーキー(ビーフ、カ

ンガルー、クロコダイル)、ココナッツチップス(9種類)、南国のドライフルーツ、デイビッ

ドプラム商品、クッキー等。無料の試食あり

Kuranda	Heritage	Markets	•	0408	145	508

32 	フローズン　ネイチャー 

ナチュラルかつ地元で作られたジェラートとジャーベットのお店。“フルーツフリーズ”

と呼ばれる100％ピュアなフローズンフルーツに特化したお店。デイリーフリー、ビーガ

ン、無糖のオプションあり。	

Original	Kuranda	Rainforest	Markets	•	yolande247@hotmail.com	•	0409	868	562

33	ジェラート　アンド　シャーベット　アイスクリーム 

受賞歴あり。ケアンズまたはトリップアドバイザーでNo.1ブランドの当店へようこそ。素
晴らしいチョコレートとマンゴーのシャーベット、フェレロ・ロシェ、ティラミス、ココナ
ッツ、マンゴーのフローズンヨーグルトやクリーミーなバニラアイスクリーム。冷たいスラ
ッシーやポップコーンもあり。

Located	in	front	of	the	Kuranda	Heritage	Markets	2/4	Rob	Veivers	Drive

34  	ハニーハウス　キュランダ―1959年創業

無料のハチミツの試食、生きたミツバチの巣箱の展示、高品質な地元産のハチミツ、新
鮮なハチの巣、オーストラリア産マヌカ、ハチミツを使用した医薬品、美容商品、蜜蝋を
使ったキャンドルなど品揃え豊富。

Original	Kuranda	Markets,	Therwine	St	•	www.honeyhousekuranda.com	•	4093	7261

35 キュランダ　キャンディーキッチン

ロックキャンディーができあがる様子をご自身の目でごらんください。飴作りの実演は

ほぼ毎日。手作りの大人気キャンディー。

21	Coondoo	Street		•	www.kurandacandykitchen.com.au	 

•	info@kurandacandykitchen.com.au	•	4093	9363

36	キュランダ　ファッジ　バー　アンド　ティールーム

スコットランドのものならギフトからお菓子までココにおまかせ。リラックスした雰囲気

の中、コーヒーと紅茶をお楽しみ下さい。世界でも最大級のファッジの品揃えを誇り、他

にもスコーン、ケーキやショートブレッドもあります。スコットランド伝統料理のハギス

やブラックプディングの仕入れもしています。 

Shop	7	Kuranda	Village	Centre	•	hope@kurandafudgebar.com	•	4093	8746

37 	キュランダ	ホームメイド	トロピカルフルーツアイスクリーム

世界的に有名な、キュランダの手作りトロピカルフルーツ・アイスクリームは必ず試して

頂きたい一品。オリジナルマーケット前の赤い屋台が目印です。

Therwine	St	•	www.kuranda-icecream.com.au	•	4093	8981	•	0419	644	933

38	スティルウォーター　ワークショップ

キュランダ産の人工香料・着色料を使わないグルテンフリーのソフトキャンディーのお

店。地元のピュータースミスの手作りギフトもあり。店内での実演や無料の試食もあり

ます。

17	Therwine	St	•	www.stillwatergift.com	•	4093	8665
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芸術と工芸品のギャラリー	
キュランダは陶芸家、画家、写真家、ガラス工芸家、木工芸家、ジュエリー

や織物の職人たちの村でもあります。彼らの作品は村の中の数多くのお店

やギャラリー、マーケットで展示され、その作業の様子を見ることもできま

す。地元でデザインされ生産されたファッションアイテムを見つけることも

可能。あなたの装いをより満足のいくものにする手作りのジュエリー探し

もオススメ。

39 ドゥーンガル　アボリジニー　アート　アンド　アーチファクト 

このお店ではセントラルオーストラリアと地元アボリジニーアートの素晴しい作品た

ち見つけることが出来るでしょう。品揃え豊富なディジュリドゥと工芸品のコレクショ

ン。最高品質をお手頃価格でご提供。(船の建物が目印) 

22	Coondoo	Street	•	www.doongal.com.au	•	sales@doongal.com.au	•	4093	9999	

40	イアン　ステファン　ファインアート	

熱帯雨林やそこに住む野生動物にフューチャーした地元の芸術家の豪華な展示。手

染めのシルク、絵画、ガラス工芸品、マーブルやジュエリーなどギフトにピッタリ。

Shop	5/25	Coondoo	Street	•	www.ianstephens.com.au	•	4093	7223 

•	ianstephensfineart@hotmail.com

41  ピーター　ジャーバー　ギャラリー

ピータージャーバーギャラリーはオーストラリアの芸術賞を受賞しているカメラマ

ン、ピータージャーバーの作品を展示している素晴しいフォトギャラリーです。営業

時間10:00am～3:30pm

3	Coondoo	St	•	www.peterjarver.com	•	4093	8081

42  ステイシー＆ステイニンジャー　ファインアート　ギャラリー

画家兼イラストレーターのデイビット	H	ステイシーと芸術家のリック	J	ステイニン

ジャーの自然を表現した素晴らしくかつ有名な芸術作品を展示しています。どなたで

もお気軽にお立ち寄りください	

22/1-3	Coondoo	Street	•	david@davidhstacey.com	•	ric@steininger.com.au	 

•	www.davidhstacey.com	•	www.ricsteininger.com•	4093	8117

43  	テラ　ノバ　ギャラリー

地元で作られた額に入ったオリジナルの絵や、個性豊かなジュエリー、陶芸品、ガラ

ス工下品など、どれもオーストラリアのアーティストの作品ばかり。キュランダならで

はのギャラリーで思い出に残るギフトを見つけよう。

15	Therwine	Street	•	info@terranovagallery.com.au	 

•	www.terranovagallery.com.au	•	+61	(0)	7	4093	8814
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ファッションとギフト
キュランダのブティックでは幅広いテイストのファッションやアクセサリ

ーを取り揃え、あなたのお買い物タイムを楽しいものにしてくれること間

違いなし。手作りのウール製品、シルク製品からクロコダイルやカンガル

ーの皮で作られた秀逸のアクセサリーたちまで何でも揃います。必ずあ

なたのお好みとご予算に合ったものを見つけられるでしょう。

44	ジャスト　ゴージャス

選び抜かれたファッション、貴金属、靴、アクセサリー、骨董品。あなたの五感にマ

ッチする掘り出し物があります。キュランダで最も古いの建物の一つ。冷房完備。	
16	Coondoo	St		•	www.justgorgeous.net.au	•	4093	7508

45 	サンドラ　ヴィデン　デザイン－1991年創業

エレガントで快適なオーストラリア産天然コットンや綿麻混合、ピュアリネンを使

った婦人服店。オーストラリア国内でデザインされ生産されているので高品質。サ

イズ6~20までご用意。ユニークなジュエリーやアクセサリーも取り揃えています。

冷房完備。
Shop	11A	Coondoo	St	•	www.sandravidendesign.com	•	4093	9299

46 オーストラリアン　ブッシュストア

古風で優雅なクイーンズランダー様式の建物がお店。ちょっと変わったお土産探

し、男性用、女性用、子供用、あらゆる年齢層の洋服が見つかります。

17	Therwine	St	•	info@australianbushstore.com	•	4093	8850

47		 ザ　Ｔ-シャツ　ショップ

家族お揃いのＴ-シャツはいかがですか。いろいろなお土産、腰巻き用パレオもあ

り。入店してチェックしてみて下さい。毎日が特売日。	
13	Coondoo	St	•	4093	7473	•	sandra.finnigan@bigpond.com
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お買い物、お土産やギフト
村でのお買い物は、レジャー感覚で楽しめ誰にとってもハッピーな時間と

なること間違いなし。老若男女問わず喜ばれるユニークなお土産たちが

沢山。シンプルな露店からストックが豊富なお店まで、必ず何かが見つか

るはず。手作りのクラフト、地元産コーヒー、アボリジニーの工芸品など一

風変わったものから想像力に富んだものまでローカルのものとオーストラ

リア産のものどちらも売られています。鮮やかな洋服たち、ゴージャスな

ブティック、エキゾティックなものや最高級のデザイン物までキュランダ

では見つけることが出来るでしょう。

48 セティ－バス　ショップ

“セティ”特製エッセンシャルオイルの石鹸や手作りのお風呂用品が揃うお店。1996

年よりキュランダで開業。ナチュラルのスキンケア用品、エッセンシャルオイル、バス

アクセサリーなどを販売しています。

Shop	4,	25	Coondoo	Street	•	cetihandmadesoap@bigpond.com	•	0417	643	117

49	ゴールデン　ドロップ　ワイナリー

お買い求めになる前に是非一度、このユニークでおいしいワインをお試しください。

キュランダでは卸値で買うことが出来ます。新商品ドラゴンフルーツのリキュールを

使用したワインをはじめ、スパークリングワイン、ポートワイン、マンゴーやシトラス

のワインを取り揃えています。

21	Coondoo	St,	Trading	Post	Complex	•	www.goldendrop.com.au	•	4093	2750

50	キュランダ　ビュー　スーベニア　ビコ

ビコはデザイン、開発ともにオーストラリア。ビコのペンダントは、それぞれのものに

意味と価値があります。世界的にも有名なブランドで20カ国以上で愛されるビコが

ここキュランダでも手に入ります。	

Shop	2,	15	Therwine	Street	•		bicocairns@yahoo.co.jp	 

•	facebook.com/bico.cairns	•	4052	1037

51 	モンスーン　レザー

モンスーンレザーでは、カンガルー皮の小物入れやバッグ、クロコダイル皮のベル

ト、メイド　イン　オーストラリアのアグブーツや女性用バラマンディの皮財布、テ

ンガロンハットなどオーストラリア産の皮を使用した商品を幅広く取り扱っていま

す。

Shop	3,	25	Coondoo	Street	•	villagegallery@bigpond.com	•	4093	8717

52 	ポッサムコーナー　オプショップ

チャリティーにより運営されている、キュランダのユニークなお店でいつでもバーゲ

ンセールを行っています。毎週月-土曜、午前8時半から午後1時まで。

Adjacent	the	free	all	day	car	park	in	Thooree	Street	•	4093	9161

53	レア　アース　オイル

レアアースオイルはヒーリングや美容に特化し、キュランダで手造りされたエッセン

シャルオイルのお店。収益はチャリティーに寄付されます。

Shop	D,	15	Coondoo	St	•	meleuka@rareearthoils.com	 

•	www.rareearthoils.com	•	0417	566	329

54	ザ　カンガルーショップ

カンガルーの毛皮、皮を使用した手作りのショルダーバッグや小物入れ、モカシン

などを販売しているお店。他にもブーメランやオオヒキガエル、クロコダイルの商品

あり。

Kuranda	Heritage	Markets,	Rob	Vievers	Drive	 

•	www.thekangarooshop.com.au	•	4093	0787	•	0400	736	084
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クランダ宿泊	（オンライン表示）

キュランダの宿泊施設
キュランダではコンドミニアム、コッテージ、デザイナーズスタジオ、キャビ

ン、バックパッカー、モダンで便利なラグジュアリーなホテル、もしくはテント

で寝るだけなど選択肢は様々。朝食を贅沢にベットまで届けてもらったり、

自ら料理、もしくは外に食事に出かけたり。トロピカルな熱帯雨林、素敵なプ

ール、綺麗なせせらぎなど、キュランダでの滞在のスタイルはとにかくたくさ

ん。

忙しかった一日の最後には、キュランダのワラビーやバンディクート、コウモ

リやフクロウ、ツカツクリなど野生の鳥たちが立てる音に耳を傾けながら、宿

泊先でゆっくりリラックス。12月から4月の緑濃い季節には、真の熱帯雨林の

音でもあるカエルたちの合唱を聞くことも。キュランダの隠れ家ならではの

過ごし方。

キュランダは熱帯雨林と美しいアサートン高原を探索する際、拠点にするに

は完璧なロケーションと言えます。しばらく滞在して、この地域でしか体験で

きないことをすべてを楽しむ時間をとるのもいいのではないでしょうか。

55  ハニービー　ハウス		地図13ページ参照	

5エーカーもの広大な森にある寝室2部屋のコンドミニアムタイプのお家。トロピカルな

庭はリラックスするのに最適。ペット同伴可。

146	Ganyan	Drive,	Speewah	•	honeybeehouse@iprimus.com.au	 

•	www.honeybeehouse.com.au	•	0418	930	511

?

56  キュランダ　レインフォレスト　アコモデーション　パーク 地図13ページ参照

木陰のある熱帯雨林の中のキャンプサイトで滞在に必要なものが全て揃うキャビン常

設。キュランダ村から近くてとても静かなロケーション。季節営業のレストランあり。	

88	Kuranda	Heights	Road	•	www.kurandarainforestpark.com.au	•	4093	7316
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キュランダへのドライブ
キュランダまで車でお越しの場合、世界遺産にもなっている美しい熱帯

雨林の中を走りケアンズからはたったの35分。道中は片側にはトロピカ

ルな海岸線とコーラルシーが広がり、もう一方では1億3千万年前の姿を

そのままに残す熱帯雨林を望む目にも楽しいドライブウェイ。キュラン

ダへ続く山道のちょうど中程に位置するヘンリーロス展望台に寄るの

をお忘れなく。グリーン島やグレートバリアリーフといった素晴しい眺

望を満喫できます。車をお持ちでない方も、レンタカーを借りよりキュ

ランダを楽しむため滞在を延ばすというのも選択の一つ。また、キュラ

ンダからならマリーバやアサートン高原といったエリアへのアクセスに

も便利です。

キュランダのサービス
57		キュランダ　ポスト　オフィス

国際郵便、国内郵送の切手、はがき、ギフト、おもちゃ、本、貴重な切手や古

銭、携帯電話・プリペイドカード、公共料金のお支払い、ウェスタンユニオン

など。無料駐車場のすぐ横。

4-12	Thoree	Street	•	4093	7280

58	キュランダ　フードワークス

日用品、お持ち帰り、地元産の製品、お店で焼かれる新鮮なパンなど。デリ

カテッセン、携帯電話のプリペイドカード、ATM。

16	Thoree	Street	•	4093	7260	•	www.kurandafoodworks.com.au
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www.kuranda.org チェックインとタ
グ付け #kuranda
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マリーバ歴史博物館＆観光案内所
家族全員に興味深く、楽しめる世界遺産に関する展示。歴史的な遊歩道では時の流れを

感じ、マリーバやその近郊の文化を楽しむことができる素敵な冒険へとあなたを連れて

行ってくれるでしょう。ここを開拓し、定住した先住民族であるアボリジニ、ヨーロッパ

からの探険家、世界各地からの入植者たちの歴史と社会の移り変わりも見ることが出来

ます。かつて栄えた農業や鉱業の歴史そしてマリーバの地元のビジネスについて学びま

しょう。

Ph: 07 4092 5674 • Email: info@mareebaheritagecentre.com.au
www.mareebaheritagecentre.com.au 

Centenary Park, 345 Byrnes St, Mareeba • Queensland • Australia

ミュージアムへの入場料無料、年中無休9AMから5PM

がお手伝いします！

どこに泊まればいいか、何を体験すればいいかを親切にアドバイスしてくれるフレ

ンドリーなボランティアスタッフたちに会いに来てください。ちょっとしたお喋りだ

けでもOK。もちろんキュランダのアトラクションやこの地域についての情報も盛り

沢山、また予約サービス、無料の地図やパンフレットもご用意しています。他にも

地元産ギフト、マップ、携帯電話プリペイドカード、ユニークなアボリジニー工芸品

の展示、熱帯雨林や国立公園の情報、無料Wifiなど。

年中無休10AMから4PM

Ph: 07 4093 9311 • Email: info@kuranda.org  
Centenary Park, Kuranda • Queensland • Australia

キュランダ観光案内所 地図10＆11ページ参照




